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 （出典）株式会社ビビビット 「「デザイン経営」「デザイン思考」に対する企業の意識調査を実施」（2018年 11月）  
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01 地域のデザイン政策の概要 
このパートでは、全国の経済産業局の管轄地域（全９地域）別に、経済産業局、自治体及び公設試験研

究機関等が推進している、地域のデザイン政策を紹介いたします。 
人材育成、マッチング支援、相談・開発支援、販路開拓支援等、具体的な取組を幅広く掲載していますので、

今後の政策の企画・立案の一助としていただれば幸いです。 
 

＜経済産業局の管轄地域＞ 

経済産業局名 管轄地域 

北海道経済産業局 北海道 
東北経済産業局 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県（東北６県） 

関東経済産業局 東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、
新潟県、山梨県、長野県、静岡県（１都１０県） 

中部経済産業局 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県（５県） 

近畿経済産業局 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県、福井県
（２府５県） 

中国経済産業局 岡山県、広島県、山口県、島根県、鳥取県（中国５県） 
四国経済産業局 徳島県、香川県、愛媛県、高知県（四国４県） 

九州経済産業局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
（７県） 

内閣府沖縄総合事務局 
経済産業部 沖縄県 

 
＜地域のデザイン政策の主な類型＞ 
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01 地域のデザイン政策の概要 
このパートでは、全国の経済産業局の管轄地域（全９地域）別に、経済産業局、自治体及び公設試験研

究機関等が推進している、地域のデザイン政策を紹介いたします。 
人材育成、マッチング支援、相談・開発支援、販路開拓支援等、具体的な取組を幅広く掲載していますので、

今後の政策の企画・立案の一助としていただれば幸いです。 
 

＜経済産業局の管轄地域＞ 

経済産業局名 管轄地域 

北海道経済産業局 北海道 
東北経済産業局 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県（東北６県） 

関東経済産業局 東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、
新潟県、山梨県、長野県、静岡県（１都１０県） 

中部経済産業局 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県（５県） 

近畿経済産業局 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県、福井県
（２府５県） 

中国経済産業局 岡山県、広島県、山口県、島根県、鳥取県（中国５県） 
四国経済産業局 徳島県、香川県、愛媛県、高知県（四国４県） 

九州経済産業局 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
（７県） 

内閣府沖縄総合事務局 
経済産業部 沖縄県 

 
＜地域のデザイン政策の主な類型＞ 

 

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・メール・面談等により一回～数回にわたるアドバイスを行います（デザイン分野H30実績・約 125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 H30実績・7 件）。 

【支援テーマ例】 

介護業務に最適化したユニフォームのコンセプト開発 ／ 家庭用ボルダリングウォールの開発 

デザインマネジメントゲームワークショップ ／ 金属レーザー加工技術を活用した製品開発、など 

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 H30実績・1 件 12 日）。 

【支援テーマ例】 

 ・釧路地域の強みを生かした製品等の企画・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。 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和 2 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 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．食の戦略研究・第Ⅱ期（戦略研究・H27～R1） 

道総研内の複数機関が集う食をテーマとした分野横断型研究の第Ⅱ期において、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冊

子や、成果報告のイベント計画なども行っています。 

２．「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六次産業

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。  
３．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目的で、新商品開発

で起こしやすいミス等を事前に学べるパズル形式のツールを開発しました。 

４．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。 

＜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 

令和 2 年度も継続して実施予定 ― ― 

介護ユニフォームコンセプト案 

 

デザインマネジメントゲームの実施 

 

意匠内装材開発 

 

成果報告イベント 
「たべ LABO マルシェ」 

顧客体験マップイメージ 
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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 –受注体質から開発体質へ- 

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実施。 

＜H30 年度・商品企画実践講座＞ 

期間：5 月～1 月（全 10 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 8社 13 名 ／ 参加費：無料 

＜講座の内容＞ 

①企業訪問 ： 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、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・６回：製品企画と設計方法 / 座学と商品企画の絞り込み 

第 7 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 8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 9 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 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 29年度 ― 

   

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） 

さっぽろ連携中枢都市圏域内（※）の中小製造業を対象に、デザインを活用した製品開発の成功事例やデザイン戦略の有効性等について紹

介し、意識啓発を図るセミナーを開催するとともに、デザイン、マーケティング、セールス、ブランディング等の専門家及びそれらを統括する

製品開発プロデューサーを企業へ派遣し、製品開発から販売戦略までの一貫的な支援を行う事業を実施。 

 ※札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町 

① ものづくり×デザインセミナー 【令和元年 5月 14日（火）、参加人数 104 名】 

基調講演：「ものづくり×デザイン」デザインの活用で令和時代を拓け！～未来を見据えた製品開発～ 

講師：株式会社コボ代表取締役社長 山村真一氏 

※その他、過去に支援を受けた企業によるトークセッションを実施 

② プロダクトデザイナーによる企業訪問【訪問実績（令和元年度）：4社】 

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、製品開発試験経験が豊富なデザイナーが自社の技術・製品開発等についてアドバイスを受けたい企業を訪問し、アドバイスを行う

とともに、下記③の支援事業の具体的な活用の仕方を提案 

③ 専門家チームによる製品開発支援【支援実績（令和元年度）：3 社】 

新製品開発や新事業展開を目指す意欲のある企業に対して、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 

やブランディング等、各分野の専門家「製品開発アドバイザー」により構成する支援チームを派遣し、製品開発を支援 

④ 展示会出展・成果事例集の作成 ： 本事業により開発された製品や支援の経過を広く普及啓発。 

■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 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 令和元年度 5,900 千円 

商品開発のプレゼンテーション 

講師・事務局による企業訪問 
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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 –受注体質から開発体質へ- 

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実施。 

＜H30 年度・商品企画実践講座＞ 

期間：5 月～1 月（全 10 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 8社 13 名 ／ 参加費：無料 

＜講座の内容＞ 

①企業訪問 ： 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、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・６回：製品企画と設計方法 / 座学と商品企画の絞り込み 

第 7 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 8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 9 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 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 29年度 ― 

   

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） 

さっぽろ連携中枢都市圏域内（※）の中小製造業を対象に、デザインを活用した製品開発の成功事例やデザイン戦略の有効性等について紹

介し、意識啓発を図るセミナーを開催するとともに、デザイン、マーケティング、セールス、ブランディング等の専門家及びそれらを統括する

製品開発プロデューサーを企業へ派遣し、製品開発から販売戦略までの一貫的な支援を行う事業を実施。 

 ※札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町 

① ものづくり×デザインセミナー 【令和元年 5月 14日（火）、参加人数 104 名】 

基調講演：「ものづくり×デザイン」デザインの活用で令和時代を拓け！～未来を見据えた製品開発～ 

講師：株式会社コボ代表取締役社長 山村真一氏 

※その他、過去に支援を受けた企業によるトークセッションを実施 

② プロダクトデザイナーによる企業訪問【訪問実績（令和元年度）：4社】 

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、製品開発試験経験が豊富なデザイナーが自社の技術・製品開発等についてアドバイスを受けたい企業を訪問し、アドバイスを行う

とともに、下記③の支援事業の具体的な活用の仕方を提案 

③ 専門家チームによる製品開発支援【支援実績（令和元年度）：3 社】 

新製品開発や新事業展開を目指す意欲のある企業に対して、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 

やブランディング等、各分野の専門家「製品開発アドバイザー」により構成する支援チームを派遣し、製品開発を支援 

④ 展示会出展・成果事例集の作成 ： 本事業により開発された製品や支援の経過を広く普及啓発。 

■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 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 令和元年度 5,900 千円 

商品開発のプレゼンテーション 

講師・事務局による企業訪問 

北海道 
機関名 函館市 

部署名 経済部食産業振興課 

電話連絡先 0138-21-3452 

事業名 デザイン産業推進事業「函館パッケージ展２０１９」 

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） 

 

企業と地元デザイナーの出会いの場をつくることを目的に，市内食関連企業と地元デザイナーをそれぞれ公募し，地元デザイナーが制

作したパッケージデザインを展覧会で紹介する「函館パッケージ展２０１９」を開催し，デザインの魅力を市民や事業者に広くＰＲするとともに，

参加した食関連企業と地元デザイナーとのマッチングを行った。なお，今年度も同様に実施予定。 

 

【実 績】 

「函館パッケージ展２０１９」 

期間：２０１９年２月１３日～１７日 

場所：函館コミュニティプラザ Ｇスクエア イベントスペース 

来場者数：４９５名 

〈参考ＵＲＬ〉 https://hako-pack.net/2019/ 

 
 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和元年度も継続して実施，令和２年度で事業終了予定 平成３０年度 1,500 千円 

   

北海道 
機関名 旭川市 

部署名 経済部産業振興課 

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利用されているデザインギャラリーの管理運営を行い、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３０年度） ： １８，５２４人 

■平成３１年度実施事業 ： 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
旭川デザイン協議会展 2019       旭川工芸デザイン協会展 2019 

（2019.6.19～23）                    （2019.6.11～23） 

 ＜参考 URL＞ https://potato.hokkai.net/~ada/index.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成９年度 9,162千円 
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北海道 
機関名 旭川市 

部署名 経済部産業振興課 

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、基金の趣旨に賛同する企業や団体、個人

からいただいた寄附金を積み立てる。 

 

 平成３１年３月現在 基金残高 16,088,577 円 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施 平成元年度 4,819 千円 

   

北海道 

機関名 旭川市 

部署名 経済部産業振興課 

電話連絡先 0166-65-7047 

事業名 あさひかわ創造都市推進協議会負担金 

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） 

あさひかわ創造都市推進協議会は、デザイン・機械金属・食品・家具・建設・建築などの団体及び金融機関などを中心に、豊かで潤いのある

暮らしの創造、地域産業の活力創出及び創造力豊かな人材育成を目的に平成３１年３月に設立した団体であり、平成３１年度は、同団体に対し

て、本市がユネスコ創造都市ネットワーク（※）にデザイン分野で加盟を申請するに当たり、必要となる経費の一部を負担した。 

同ネットワークへは令和元年６月に申請し、１０月３１日に加盟認定を受けた。デザイン分野でのネットワーク加盟は、日本では名古屋市、神戸

市に次ぐ3都市目となり、本市は、世界に４０都市あるユネスコデザイン都市の１つとなった。 

（※）ユネスコ創造都市ネットワーク 

ユネスコは、グローバル化の進展により固有文化の消失が危惧される中で、文化の多様性を保持するとともに、世界各地の文化産業が潜

在的に有している可能性を、都市間の戦略的連携により最大限に発揮させる枠組みが必要であるとして、2004年から「ユネスコ創造都市ネ

ットワーク事業」を開始し、デザインを含む7つの分野において世界でも特徴のある都市を認定している。 

 

■負担金交付先：あさひかわ創造都市推進協議会（会長：渡辺 直行） 

■平成３１年度実施事業：デザイン×経営セミナー（計５回実施予定。4回実施済み） 

 

 

 

 

 

【第３回デザイン×経営セミナー様子】 

・開催日：7月29日（火）18時～20時  

・場所：大雪クリスタルホール音楽堂 

・内容：経営における「アート」と「サイエンス」～これからの旭川のものづくりにむけて～ 

・講師：独立研究者・著作者・パブリックスピーカー 山口 周 氏 

・参加者数：376名 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施 令和元年度 900千円 
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北海道 
機関名 旭川市 

部署名 経済部産業振興課 

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、基金の趣旨に賛同する企業や団体、個人

からいただいた寄附金を積み立てる。 

 

 平成３１年３月現在 基金残高 16,088,577 円 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施 平成元年度 4,819 千円 

   

北海道 

機関名 旭川市 

部署名 経済部産業振興課 

電話連絡先 0166-65-7047 

事業名 あさひかわ創造都市推進協議会負担金 

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） 

あさひかわ創造都市推進協議会は、デザイン・機械金属・食品・家具・建設・建築などの団体及び金融機関などを中心に、豊かで潤いのある

暮らしの創造、地域産業の活力創出及び創造力豊かな人材育成を目的に平成３１年３月に設立した団体であり、平成３１年度は、同団体に対し

て、本市がユネスコ創造都市ネットワーク（※）にデザイン分野で加盟を申請するに当たり、必要となる経費の一部を負担した。 

同ネットワークへは令和元年６月に申請し、１０月３１日に加盟認定を受けた。デザイン分野でのネットワーク加盟は、日本では名古屋市、神戸

市に次ぐ3都市目となり、本市は、世界に４０都市あるユネスコデザイン都市の１つとなった。 

（※）ユネスコ創造都市ネットワーク 

ユネスコは、グローバル化の進展により固有文化の消失が危惧される中で、文化の多様性を保持するとともに、世界各地の文化産業が潜

在的に有している可能性を、都市間の戦略的連携により最大限に発揮させる枠組みが必要であるとして、2004年から「ユネスコ創造都市ネ

ットワーク事業」を開始し、デザインを含む7つの分野において世界でも特徴のある都市を認定している。 

 

■負担金交付先：あさひかわ創造都市推進協議会（会長：渡辺 直行） 

■平成３１年度実施事業：デザイン×経営セミナー（計５回実施予定。4回実施済み） 

 

 

 

 

 

【第３回デザイン×経営セミナー様子】 

・開催日：7月29日（火）18時～20時  

・場所：大雪クリスタルホール音楽堂 

・内容：経営における「アート」と「サイエンス」～これからの旭川のものづくりにむけて～ 

・講師：独立研究者・著作者・パブリックスピーカー 山口 周 氏 

・参加者数：376名 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施 令和元年度 900千円 

北海道 
機関名 旭川市 

部署名 経済部工芸センター 

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」を平成 27 年に「ASAHIKAWA DESIGN WEEK」と改称し，各種デザインコンテンツを充実させ，プロ

ユーザーだけではなく一般ユーザーも含めて旭川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展開している。 

令和元年度の「ASAHIKAWA DESIGN WEEK 2019」では，家具やクラフトの新作展，講演会等，様々なイベントを実施。 

 

＜令和元年度 開催内容＞ 

イベント名   ASAHIKAWA DESIGN WEEK 2019 

主   催  旭川家具工業協同組合ほか 

期   日  令和元年 6 月 19日（水）～6月 23 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家具やクラフト・工芸品の新作展 

インテリアデザイナー グエナエル・ニコラ氏によるインスタレーション 

及びトークイベント，ファクトリーツアー，織田コレクションの展示 等 

参 加 人 数  18,000 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 2020 

期日令和２年６月１７日(水)～２１日(日) 
昭和 30年度 ― 

   

北海道 
機関名 旭川市 

部署名 経済部工芸センター 

電話連絡先 0166-66-1770 

事業名 国際家具デザインフェア旭川２０２０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） 

「国際家具デザインフェア旭川（ＩＦＤＡ）」は，本市における主要な地域産業のひとつである家具製造業のデザインの高度化と高付加価値化及

び家具産地としてイメージの高揚，デザインによる国際交流の促進及び市民の家具デザインへの理解を深めることを目的として，平成２年度

以降３年毎に開催されているデザインの国際イベントである。木製家具の国際的なデザインコンペティションを中軸に，展示会，デザインセミ

ナーなどを開催している。 

 2019年度は，11回目の開催となる「国際家具デザインフェア旭川２０２０」の開催に向けて，デザインコンペティションなどの一連のイベントの

準備を実施。 

 

＜2019年度 実施内容＞ 

事業名：国際家具デザインフェア旭川２０２０（ＩＦＤＡ） 

主 催：国際家具デザインフェア旭川開催委員会 

実施事業内容 

 ・開催委員会開催 

 ・国際家具デザインコンペティション旭川 開催 

①コンペ作品募集 ②予備審査会開催 ③試作品製作 ④本審査開催 など 

＜2020 年度 実施予定内容＞ 

 ・国際家具デザインフェア旭川２０２０ 開催 

  ①デザインコンペティション入賞入選作品展 ②デザインコンペティション表彰式 ③デザインシンポジウム など 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://www.ifda.jp/ ※IFDA2020 のホームページ 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

国際家具デザインフェア旭川２０２０に向けて継続して実施 平成元年度 ー 

メイン会場インスタレーション 

IFDA2017ゴールドリーフ賞 
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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） 

＜目的＞ 

 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。北海道の商品の

魅力を広く伝えるツールとして、“デザイン”による商品の差別化・高付加価値化に対する意識を向上させるとともに、創造されたデザイン等

を知的財産として認識し、権利として保護することの重要性について周知する。 

 

＜令和元年度 事業内容＞ 

（１）パッケージデザインの対象商材の募集 ： 北海道内の企業から、食品や日用品等を対象に８商材を募集 

（２）デザインを活用した商品開発セミナーの開催 

【開催日／場所／定員】 令和元年８月２１日／TKPカンファレンスセンター（札幌市）／１５０名 

【テーマ／講師】 

◆デザイン活用の重要性／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） 

◆パッケージデザインの法的保護／内藤 拓郎 氏（弁理士） 

（３）パッケージデザインの募集 ： 対象８商材に対し、全国から広くパッケージデザインを募集 

（４）審査会 ： デザインの専門家３名と商材企業により審査 

（５）パッケージデザインコンテスト北海道２０１９展示会の開催 

【開催期間】 令和２年２月２９日～３月４日 

【場所】 札幌文化芸術交流センター（札幌市） 

初日に受賞デザイナーの表彰式、審査員によるトークセッション、 

弁理士による知財セミナーを実施。すべての応募作品を期間中展示。 

（６）商品化に向けたフォローアップ 

商品提供企業と受賞デザイナーの交流の場を設け、商品化に向けたフォローを実施 

                                           

【スケジュール】                                      

  令和元年８月１日～９月１０日    パッケージデザイン対象商材の公募             

  令和元年８月２１日       デザインを活用した商品開発セミナーの開催         

  令和元年１０月１５日～１２月１０日 パッケージデザインの募集 

  令和元年１２月中旬      デザイン審査会           

  令和２年２月２９日～３月４日   パッケージデザインコンテスト北海道２０１９展示会       

  展示会以降         商品化に向けてフォローアップ 

 

   

（参考 URL）パッケージデザインコンテスト北海道２０１９特設サイト https://www.hkd.meti.go.jp/hokip/package2019/index.html 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度の実施は未定 平成２７年度 - 

平成30年度グランプリ作品 

<After> 

平成 30 年度展示会風景 

<Before> 
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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） 

＜目的＞ 

 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。北海道の商品の

魅力を広く伝えるツールとして、“デザイン”による商品の差別化・高付加価値化に対する意識を向上させるとともに、創造されたデザイン等

を知的財産として認識し、権利として保護することの重要性について周知する。 

 

＜令和元年度 事業内容＞ 

（１）パッケージデザインの対象商材の募集 ： 北海道内の企業から、食品や日用品等を対象に８商材を募集 

（２）デザインを活用した商品開発セミナーの開催 

【開催日／場所／定員】 令和元年８月２１日／TKPカンファレンスセンター（札幌市）／１５０名 

【テーマ／講師】 

◆デザイン活用の重要性／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） 

◆パッケージデザインの法的保護／内藤 拓郎 氏（弁理士） 

（３）パッケージデザインの募集 ： 対象８商材に対し、全国から広くパッケージデザインを募集 

（４）審査会 ： デザインの専門家３名と商材企業により審査 

（５）パッケージデザインコンテスト北海道２０１９展示会の開催 

【開催期間】 令和２年２月２９日～３月４日 

【場所】 札幌文化芸術交流センター（札幌市） 

初日に受賞デザイナーの表彰式、審査員によるトークセッション、 

弁理士による知財セミナーを実施。すべての応募作品を期間中展示。 

（６）商品化に向けたフォローアップ 

商品提供企業と受賞デザイナーの交流の場を設け、商品化に向けたフォローを実施 

                                           

【スケジュール】                                      

  令和元年８月１日～９月１０日    パッケージデザイン対象商材の公募             

  令和元年８月２１日       デザインを活用した商品開発セミナーの開催         

  令和元年１０月１５日～１２月１０日 パッケージデザインの募集 

  令和元年１２月中旬      デザイン審査会           

  令和２年２月２９日～３月４日   パッケージデザインコンテスト北海道２０１９展示会       

  展示会以降         商品化に向けてフォローアップ 

 

   

（参考 URL）パッケージデザインコンテスト北海道２０１９特設サイト https://www.hkd.meti.go.jp/hokip/package2019/index.html 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度の実施は未定 平成２７年度 - 

平成30年度グランプリ作品 

<After> 

平成 30 年度展示会風景 

<Before> 

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19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2019）開催実績】 

・開催年月日：令和元年８月２５日（日） ・開催場所：弘前市民会館 ・応募総数：２，７７１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：３４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 

令和２年度も継続して実施予定 平成１２年度 
12,500 千円 

26,497千円 

   

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 弘前工業研究所 

部署名 デザイン推進室（生活デザイン部） 

電話連絡先 0172-55-6740 

事業名 開発研究「伝統工芸品等のデザイン・商品化に関する研究」 

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） 

【概要】 

青森県の伝統工芸業界では、技術的ポテンシャルや意欲は高いが、開発される商品と消費者ニーズとで微妙なズレが生じるケースや、デザイ

ン性・商品力が不安定なため販売に結びつかないケースが多く見受けられる。そこで、新価値創造のための技術開発を目的として以下の研究

を実施した。 

① 漆製品の価値向上研究 

 ・漆の三次元曲面転写技術を開発 

 ・製品開発の方向性を示すため、住空間の配色や形状を調査 

 ・調査資料を視覚化した冊子にまとめ、現代の生活空間に適した製品開発支援 

② 県産材三次元曲面加工に関する研究  

 ・高額設備を使わない三次元曲面加工技術を開発 

・県内の木工業界の活発化 

【成果】 

 ①漆製品の価値向上研究 

  漆の 3 次元曲面転写技術により従来法よりも約 25％時間短縮した。 

  新配色を企業が採用し、開発コストの軽減。プロモーションツールへの開発投資を行うようになった。 

 ②県産材三次元曲面加工に関する研究 

  三次元曲面加工を講習会などで技術普及した。その結果、企業が高額設備を使わない当該技術を活用し商品化した。 

次回実施予定 開始年度 全体予算額 

平成 30年度で事業終了 平成 26年度 11.315千円 

研究成果品 
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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 弘前工業研究所 

部署名 デザイン推進室（生活デザイン部） 

電話連絡先 0172-55-6740 

事業名 支援研究（デザイン関連技術支援事業） 

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） 

【概要】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、情報の発信などを実

施した。 

 

【成果】 

食品などのパッケージ支援や販売促進のための 

ツール（バナーやブースなど）の開発支援を近年は 

実施した。それに伴い研究所の所有する有料機器の 

活用件数が増加した。 

 

【その他】 

通年で、産業技術連携推進会議等で情報収集と発信 

を行い、県内企業にフィードバック 

 

指導相談件数（H26～30 年度の年度平均） 

    技術指導件数    ： 70 件 

    技術相談件数    ： 100 件 

    研究発表(展示)会  ：  2 件 

    研修会議      ：  2 件 

 

 

次回実施予定 開始年度 全体予算額 

令和２年度も継続して実施 平成 26年度 ― 

   

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 弘前工業研究所 

部署名 デザイン推進室（生活デザイン部） 

電話連絡先 0172-55-6740 

事業名 県重点事業（医療福祉関連分野） 

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】重点事業では大きく分けて「医療と工芸連携事業」と「商品開発事業」に取り組んだ。 

「医療と工芸連携事業」では医療関係者と製造、販売企業とで研究会を立ち上げ、以下の事業を実施した。 

 

【個別事業名・成果】 

 1）医療用木製品開発事業（H25〜26） 

  木製玩具を使って楽しく訓練できるような木製品を開発 

 

 2）高齢者施設の QOL が高い製品開発事業（H27〜28） 

  勉強会を開き、施設労務者の気づきから介護補助製品を開発 

 

 3）コメディカル視点の製品開発強化支援事業（H30） 

  医療現場からの勉強会を開催し次年度の製品開発事業につなげた。 

 

 4）デザイン視点を加えた医療機器等開発支援事業（H31～H32） 

研究会の発足と研究会によるビジネスモデル提案 

デザイン視点を加えた製品案の提案・試作 

                                            

次回実施予定 開始年度 全体予算額 

令和２年度も継続して実施 平成 25年度 ― 

企業の展示ブースデザイン支援       
 
 

商品化支援 

 

 

高齢者 QOL 勉強会 
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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 弘前工業研究所 

部署名 デザイン推進室（生活デザイン部） 

電話連絡先 0172-55-6740 

事業名 支援研究（デザイン関連技術支援事業） 

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） 

【概要】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、情報の発信などを実

施した。 

 

【成果】 

食品などのパッケージ支援や販売促進のための 

ツール（バナーやブースなど）の開発支援を近年は 

実施した。それに伴い研究所の所有する有料機器の 

活用件数が増加した。 

 

【その他】 

通年で、産業技術連携推進会議等で情報収集と発信 

を行い、県内企業にフィードバック 

 

指導相談件数（H26～30 年度の年度平均） 

    技術指導件数    ： 70 件 

    技術相談件数    ： 100 件 

    研究発表(展示)会  ：  2 件 

    研修会議      ：  2 件 

 

 

次回実施予定 開始年度 全体予算額 

令和２年度も継続して実施 平成 26年度 ― 

   

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 弘前工業研究所 

部署名 デザイン推進室（生活デザイン部） 

電話連絡先 0172-55-6740 

事業名 県重点事業（医療福祉関連分野） 

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】重点事業では大きく分けて「医療と工芸連携事業」と「商品開発事業」に取り組んだ。 

「医療と工芸連携事業」では医療関係者と製造、販売企業とで研究会を立ち上げ、以下の事業を実施した。 

 

【個別事業名・成果】 

 1）医療用木製品開発事業（H25〜26） 

  木製玩具を使って楽しく訓練できるような木製品を開発 

 

 2）高齢者施設の QOL が高い製品開発事業（H27〜28） 

  勉強会を開き、施設労務者の気づきから介護補助製品を開発 

 

 3）コメディカル視点の製品開発強化支援事業（H30） 

  医療現場からの勉強会を開催し次年度の製品開発事業につなげた。 

 

 4）デザイン視点を加えた医療機器等開発支援事業（H31～H32） 

研究会の発足と研究会によるビジネスモデル提案 

デザイン視点を加えた製品案の提案・試作 

                                            

次回実施予定 開始年度 全体予算額 

令和２年度も継続して実施 平成 25年度 ― 

企業の展示ブースデザイン支援       
 
 

商品化支援 

 

 

高齢者 QOL 勉強会 

 

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 弘前工業研究所 

部署名 デザイン推進室（生活デザイン部） 

電話連絡先 0172-55-6740 

事業名 青森県産耐冷性酒米の新品種「吟烏帽子(ぎんえぼし)」のブランド化研究事業 

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） 

【概要】 

地域のニーズにより開発した耐冷性酒造好適米「吟烏帽子」のブランド化を目的とする地域連携型の PR 事業として、平成 30 年度は米生産

者と栽培現地および酒造企業を訪問して情報収集を実施し、情報・PR 紙「吟烏帽子」を作成した。令和元年度は体験型 PR イベント「吟烏帽子

展」を企画・開催した。また、事業を通じて「伝わりやすい研究成果の表現手法」や「効果的な研究成果の発信方法」について検討した。 

 

【吟烏帽子展】 

期日：令和元年 10月 18 日（17 時）～10月 20 日（16 時） 

場所：八戸ポータルミュージアムはっち（八戸市） 

実施内容：パネル展示（開発現場や人物等の写真と説明） 

現物展示（稲、大吟醸酒用精米、麹、酒等） 

記念トーク（研究・開発者の対談） 

試飲（各社「吟烏帽子」の酒）ほか 

来場者数：474名 

 

【目的・成果】 

１ 「吟烏帽子」を核とした「米造～酒造～観光」による地域おこし 

２ 地域住民・事業者の連携によるブランド化の推進 

３ 青森産技の見える化、効果的な研究成果の表現・発信手法の開発 

 

次回実施予定 開始年度 全体予算額 

令和元年度で事業終了 平成 30年度 1,230 千円 

   

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 弘前工業研究所 

部署名 デザイン推進室 

電話連絡先 0172-55-6740 

事業名 開発研究（工芸分野の新市場開拓、デザインマーケティング） 

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１：「県内工芸の輸送機産業等に対する製品に関する試験・研究開発」 

【概要】 

近年、建築のみならず列車やバスなどの輸送機の内装材に伝統工芸を採用する事例が増えており新市場参入の好機である。そこで、県内

の漆木工芸の工業規格による試験を踏まえ、技術および製品開発を行い、輸送機産業や建築材産業などの新たな産業分野への進出を目指

す。 

・研ぎ出し変り塗の製品開発 

 ・木質複合材料の製品開発 

 

テーマ２：「デザインマーケティングによる価値形成に関する試験・研究開発」 

【概要】 

売れる商品作りを支援し、地域の産業振興へ貢献するために、開発した商品に見合う価値情報を効果的に伝達する方法について検証する。 

検証結果から情報発信方法を体系化し、企業の商品価値向上を目指す。 

 ・青森産技の研究成果について価値形成し、その情報の発信・提供を効果的に行う方法を体系化して蓄積 

 

 

 

次回実施予定 開始年度 全体予算額 

令和５年度まで実施予定 平成 31 年度 2,239 千円 

吟烏帽子情報誌 

85

東
北
経
済
産
業
局



青森県 
機関名 青森県八戸市 

部署名 商工労働観光部商工課 

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（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】令和元年 7月 22日（月）13:30～16:00 「相談会のナマの声から考える、知的財産の進め方」 

【第２回】令和元年 8月 23日（金）15:00～16:30 「はじめての知的財産」～なにかしておかなくて、大丈夫？～ 

【第３回】令和 2 年 1 月 27 日（月）13:30～16:00 「自前で商標出願」～基礎知識・作戦・注意点～ 

・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 20 名 

《申込み・お問い合わせ》 

(株)八戸インテリジェントプラザ（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＞ https://www.city.hachinohe.aomori.jp/jigyoshamuke/yuchi_sogyo_zigyosyashien/zigyosyamukeshien/9727.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成１３年度 3,544 千円 

   

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 産業デザイン部 

電話連絡先 019-635-1115 

事業名 技術支援事業及び研究開発事業 

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） 

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

ています。 

 

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

②企業訪問   ■企業等の現場に直接研究員が伺い、技術的課題の調査。解決に向けた助言を行います。 

③依頼試験等  ■各種分析・計測を行い、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。 

④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）。 

⑤デザイン制作 ■企業等の希望によりデザイン制作を行います（デザイン制作を伴わない場合は、デザイン加工で対応します）。 

⑥研究員派遣  ■企業等の開発・研究を加速的に進めるため、研究員を一定期間、企業等に派遣します。 

⑦研究開発型人材育成事業 ■企業等の技術課題解決のため、企業等の技術者を受入れ、研究開発の支援を行います。 

⑧人材育成   ■講習会・セミナーを開催するととともに、職員を講師として派遣し、企業技術者等の育成を支援します。 

⑨復興支援   ■東日本大震災津波、平成 28 年度台風 10 号及び令和元年台風 19 号被災企業へのサービス料金の減免、生産活動支援

等を行います。 

⑩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や、企業等

との共同研究や受託研究を行います。 

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 - - 
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青森県 
機関名 青森県八戸市 

部署名 商工労働観光部商工課 

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（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】令和元年 7月 22日（月）13:30～16:00 「相談会のナマの声から考える、知的財産の進め方」 

【第２回】令和元年 8月 23日（金）15:00～16:30 「はじめての知的財産」～なにかしておかなくて、大丈夫？～ 

【第３回】令和 2 年 1 月 27 日（月）13:30～16:00 「自前で商標出願」～基礎知識・作戦・注意点～ 

・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 20 名 

《申込み・お問い合わせ》 

(株)八戸インテリジェントプラザ（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＞ https://www.city.hachinohe.aomori.jp/jigyoshamuke/yuchi_sogyo_zigyosyashien/zigyosyamukeshien/9727.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成１３年度 3,544 千円 

   

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 産業デザイン部 

電話連絡先 019-635-1115 

事業名 技術支援事業及び研究開発事業 

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） 

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

ています。 

 

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

②企業訪問   ■企業等の現場に直接研究員が伺い、技術的課題の調査。解決に向けた助言を行います。 

③依頼試験等  ■各種分析・計測を行い、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。 

④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）。 

⑤デザイン制作 ■企業等の希望によりデザイン制作を行います（デザイン制作を伴わない場合は、デザイン加工で対応します）。 

⑥研究員派遣  ■企業等の開発・研究を加速的に進めるため、研究員を一定期間、企業等に派遣します。 

⑦研究開発型人材育成事業 ■企業等の技術課題解決のため、企業等の技術者を受入れ、研究開発の支援を行います。 

⑧人材育成   ■講習会・セミナーを開催するととともに、職員を講師として派遣し、企業技術者等の育成を支援します。 

⑨復興支援   ■東日本大震災津波、平成 28 年度台風 10 号及び令和元年台風 19 号被災企業へのサービス料金の減免、生産活動支援

等を行います。 

⑩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や、企業等

との共同研究や受託研究を行います。 

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 地方独立行政法人岩手県工業技術センター 

部署名 産業デザイン部 

電話連絡先 019-635-1115 

事業名 デザインラボの開設と商品開発支援 

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） 

 

 市場において競争力のある魅力的な 

商品の開発を支援するため、平成 31 年 

4 月に、デザイン支援拠点「IIRIDESIGN 

LAB（デザインラボ）」を設置しました。 

 デザインラボでは、岩手県内の製造 

事業者及びデザイナー等を対象に、「デ 

ザインの普及啓発」、「商品開発支援」、 

「デザイン手法・製品技術の研究開発」 

の３つの活動により、北国（岩手）の 

暮らしを創造するための支援を行います。 

 

 

 

 

 

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 令和元年度 ― 

   

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 産業デザイン部 

電話連絡先 019-635-1115 

事業名 デザイナーのための知財相談窓口（通称：De.i知財窓口） 

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） 

 

デザイナーの皆様の知的財産に関する知識の向上とともに業務活動における知的財産に関する疑問や不安に対して的確かつスピーディ

にアドバイスすることを通じ、デザイナーの皆様がクライアントからこれまで以上に信頼されるビジネスパートナーとして活躍することを目

指し、一般社団法人岩手県発明協会と地方独立行政法人岩手県工業技術センターが共同で開設しました。 

 

■「De.i 知財窓口」はこんな事業を行います！ 

 ・知的財産に関する窓口相談事業 

 ・デザイナー業務に係る知的財産関係セミナー開催事業 

 ・デザイン事務所等（デザイン部門を有する企業を含む）からの企業内勉強会等への講師派遣事業 

 ・デザイン事務所等からの依頼に基づく企業内での知財人材育成事業 

■相談内容 

 著作権、意匠権、商標権などの知的財産に関するものから、クライアントとの業務契約に関すること、権利侵害への対応など知的財産に関

するどんな相談もお受けします。 

■相談対応者 

 窓口常駐の知財総合支援アドバイザー（発明協会職員等）とともに知財の専門家である弁理士・弁護士が対応します。 

 相談は何回でも無料です。 

 

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 令和元年度 - 
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H21～H30の間に81件のプロジェクトを支援
[H29]
スタートアッププロジェクト　　4件
リサーチプロジェクト　　　　　1件
[H30]
スタートアッププロジェクト　　4件

【カフェ 】
H19～30で49回開催。参加者数2,463人（述べ）

宮城県 
機関名 宮城県 

部署名 経済商工観光部 新産業振興課／産業技術総合センター 

電話連絡先 022-211-2722／022-377-8700 

事業名 デザイン・商品開発研修事業 

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） 

■令和元年度 高度技術者養成研修 商品企画・デザインコース 

 

（１）マーケットイン手法による商品ブランディング研修 

開催日：令和元年 7 月 11 日(木)，7月 12 日(金)，7 月 19 日(金)  

講師：武蔵野美術大学 宮島 慎吾 名誉教授 ／ ブルーファーム株式会社 高橋雄一郎氏 

定員：10 名 

（２）選ばれる商品戦略【感性マーケティング研修】 

開催日：令和元年 7 月 25 日(木)，7月 26 日(金)  

講師：デザインインテグレート代表 宮内 博実氏 

定員：10 名 

（３）アイデアスケッチワークショップ 

開催日：令和 2年 2 月頃 

講師：情報科学芸術大学院大学［IAMAS］ 教授 小林 茂氏 

定員：10 名 

 

※上記研修の実施場所は，いずれも宮城県産業技術総合センターです。 

次回実施予定 開始年度 全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 3 年度 1,096 千円 

   

宮城県 
機関名 仙台市 

部署名 経済局産業政策部地域産業支援課 

電話連絡先 022-214-1003 

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、②事業可能性を調査するリサーチプロ

ジェクトの 2 区分です。 

■ウェブサイト・カフェ 

＜ウェブ＞ http://www.sendai-c3.jp/ 

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。 

＜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、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。 

■中小企業とクリエイターのマッチング促進事業 http://tohokuakindodesign.jp/ 

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、相談窓口

「So-So-LAB.」において、デザイン活用に積極的な企業と地元クリエイターの情報を提供

し、企業のデザイン活用を促進します。 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 18 年度 15,007 千円 
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H21～H30の間に81件のプロジェクトを支援
[H29]
スタートアッププロジェクト　　4件
リサーチプロジェクト　　　　　1件
[H30]
スタートアッププロジェクト　　4件

【カフェ 】
H19～30で49回開催。参加者数2,463人（述べ）

宮城県 
機関名 宮城県 

部署名 経済商工観光部 新産業振興課／産業技術総合センター 

電話連絡先 022-211-2722／022-377-8700 

事業名 デザイン・商品開発研修事業 

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） 

■令和元年度 高度技術者養成研修 商品企画・デザインコース 

 

（１）マーケットイン手法による商品ブランディング研修 

開催日：令和元年 7 月 11 日(木)，7月 12 日(金)，7 月 19 日(金)  

講師：武蔵野美術大学 宮島 慎吾 名誉教授 ／ ブルーファーム株式会社 高橋雄一郎氏 

定員：10 名 

（２）選ばれる商品戦略【感性マーケティング研修】 

開催日：令和元年 7 月 25 日(木)，7月 26 日(金)  

講師：デザインインテグレート代表 宮内 博実氏 

定員：10 名 

（３）アイデアスケッチワークショップ 

開催日：令和 2年 2 月頃 

講師：情報科学芸術大学院大学［IAMAS］ 教授 小林 茂氏 

定員：10 名 

 

※上記研修の実施場所は，いずれも宮城県産業技術総合センターです。 

次回実施予定 開始年度 全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 3 年度 1,096 千円 

   

宮城県 
機関名 仙台市 

部署名 経済局産業政策部地域産業支援課 

電話連絡先 022-214-1003 

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、②事業可能性を調査するリサーチプロ

ジェクトの 2 区分です。 

■ウェブサイト・カフェ 

＜ウェブ＞ http://www.sendai-c3.jp/ 

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。 

＜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、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。 

■中小企業とクリエイターのマッチング促進事業 http://tohokuakindodesign.jp/ 

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、相談窓口

「So-So-LAB.」において、デザイン活用に積極的な企業と地元クリエイターの情報を提供

し、企業のデザイン活用を促進します。 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 18 年度 15,007 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】 産業デザイン相談員 3 人（うち 2人を本事業で配置） 

＜普及啓発セミナー＞ 

産業デザインセミナー（県、秋田公立美術大学、NPO 法人アーツセンターあきたによる共催） 

 【日時・場所】 令和元年９月２１日（土）秋田公立美術大学 

 【第１部】 演題：「アップル、ナイキ、スタバ、馬路村 デザインは経営資源」  講師：梅原デザイン事務所 梅原 真 氏 

 【第２部】 相談会：あきた産業デザイン支援センター、NPO 法人アーツセンターあきたが相談ブースを設置し相談会を実施。 

 【参加者】 66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 

令和２年度も継続して実施予定 平成２３年度 9,669 千円 

   

山形県 
機関名 山形県 

部署名 商工労働部工業戦略技術振興課 

電話連絡先 023-630-2137 

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て開始。現在は隔年開催で、令和元年度に 11 回目となる「山形エクセレントデザイン 20１9」を実施した。 

■山形エクセレントデザイン 2019 

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 ： 令和元年７月 1日（月）～９月６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令和元年 12 月までに販売予定の製品及び商品 

 応 募 数 ： 79 点（59社） 

 選定結果 ： 

○エクセレントデザイン大賞    「木質ペレットストーブ OU[オウ]」（株式会社山本製作所） 

○ローカルデザイン賞（２点）   「こめやかたの杵つき男もち・女もち」（こめやかた）、「佐藤屋の乃し梅のシロップ」（乃し梅本舗 佐藤屋） 

○ブランドデザイン賞      「ABE HOME SHOES 帆布バブーシュ」（阿部産業株式会社） 

○コミュニケーションデザイン賞 「SakuranBox」（株式会社丸定） 

○ビジネスデザイン賞     「だるまりんごチップス」（中山町×中山町クリエイティ部） 

○コミュニティデザイン賞    「gura yamagata」（株式会社旅篭町開発） 

○入賞（８点） 

「nitorito」（青文テキスタイル株式会社）、「ランドセル男の子、女の子」（株式会社カバンのフジタ） 

「COZAB GELATO」（株式会社寒河江商店）、「やまがたマリアージュ」（佐藤繊維株式会社、株式会社セゾンファクトリー、ぼんち株式会社） 

「ヨー子」（楯の川酒造株式会社）、「nejiro」（有限会社ツルヤ商店）、「出羽桜 麹甘酒」（出羽桜酒造株式会社） 

「四季の無添加ソーセージ○(わ)」（株式会社ファイン） 

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

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度は、選定品の県内展示会を実施予定。 平成９年度 ３,３９１千円 
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山形県 
機関名 山形県 

部署名 商工労働部工業戦略技術振興課 

電話連絡先 023-630-2137 

事業名 販路開拓支援事業”ブラッシュアップスクール“ 

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 2019」受賞企業および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： 令和２年２～３月（月１回、計２回開催予定） 

  参 加 者 ：  講師 １名 ／ 参加企業 山形エクセレントデザイン 2019 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＞ https://www.yamagatanodesign.jp/ 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 27年度 ３,３９１千円 

   

山形県 
機関名 山形県 

部署名 商工労働部工業戦略技術振興課 

電話連絡先 023-630-2137 

事業名 デザイン活用促進事業“デザ縁” 

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と積極的なデザイン活用を図るため、企業とデザイナーによるマッチング会を行う。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マッチング会を実施する。 

期   日：  令和元年７月 16日（火）～17 日（水） 

  参  加  者：  県内デザイナー10 名 県外デザイナー2 名 

参加者 73 名（41団体） 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

 https://www.yamagatanodesign.jp/ 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 27年度 ３,３９１千円 
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山形県 
機関名 山形県 

部署名 商工労働部工業戦略技術振興課 

電話連絡先 023-630-2137 

事業名 販路開拓支援事業”ブラッシュアップスクール“ 

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 2019」受賞企業および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： 令和２年２～３月（月１回、計２回開催予定） 

  参 加 者 ：  講師 １名 ／ 参加企業 山形エクセレントデザイン 2019 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＞ https://www.yamagatanodesign.jp/ 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 27年度 ３,３９１千円 

   

山形県 
機関名 山形県 

部署名 商工労働部工業戦略技術振興課 

電話連絡先 023-630-2137 

事業名 デザイン活用促進事業“デザ縁” 

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と積極的なデザイン活用を図るため、企業とデザイナーによるマッチング会を行う。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マッチング会を実施する。 

期   日：  令和元年７月 16日（火）～17 日（水） 

  参  加  者：  県内デザイナー10 名 県外デザイナー2 名 

参加者 73 名（41団体） 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

 https://www.yamagatanodesign.jp/ 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 27年度 ３,３９１千円 

山形県 
機関名 山形県 

部署名 商工労働部工業戦略技術振興課 

電話連絡先 023-630-2137 

事業名 デザイン思考イノベーション創出事業 

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） 

デザイン思考により山形発のイノベーションにつながるアイデアを創出し、地域が抱える課題の解決を図るとともに、県内ものづくり産業

が新たな商品やビジネスモデルを開発するために支援する。（実施主体：山形県） 

 

■デザイン思考イノベーション創出事業 

内  容： 東北芸術工科大学の学生参加のプロジェクトとし、若者の視点を活かしたアイデアを創出する。 

創出したアイデアと県内製造業をマッチングし、産業支援団体とも連携しながら製品化へとつなげていく。 

事業の流れ：  

 

 

 

 
 
 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度は令和元年度の提案を製品化に結びつける 平成 31 年度 1,889 千円 

   

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 進化する伝統産業創出事業 ※旧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（平成３０年度で終了） 

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、桐製品などの工芸品製造業者及び酒造会社など３６事業者  

②参加クリエイター  コシノジュンコ、中岡美奈子、スズキタカユキ、ナタリー・レテ、KINARIYA、舛田玲香、川本尚毅など１２名 

 

（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・商品開発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   ：  ３０名（令和元年度） 

③カリキュラム ： ブランディングやデザイン等に精通した外部人材を講師とし、特別講義、先進地視察、開発商品の成果発表等計６回を予 

定。    

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 

全体予算額 

令和２年度も一部継続して実施予定 平成２８年度 49,422千円（令和元年度） 

 

創出したアイデアを県

内企業向けにプレゼン

しマッチングを図る 

 

教官の指導のもと生

徒がアイデアを創出 

 

県と大学で協議し 

課題(テーマ)を設定 

① テーマの設定 ② 提案構想 ③ 公開プレゼン 

＜開発した商品の一例＞ 
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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 「売れるデザイン」イノベーション事業 

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） 

（１）ふくしまベストデザインコンペティションの実施 

県産品のパッケージデザイン等の向上による商品力強化を目的に、「パッケージ」「ネーミング」「商品企画」へのデザイン活用を図り、

消費者に伝わる訴求力の高い商品を創出するため、優れたデザインを表彰するコンテストを実施する。 

 

【対象商品】 

①生産、製造または加工の最終段階を県内で行っている商品。 

②主な原材料が福島県産であって、県外の事業者等により製造された場合は、県内に主たる事業所を有する者が販売を行っている商 

品。 

 

【審査委員】  

小山薫堂、眞鍋かをり、国井美果、鈴木正晴、鈴木順之、菊地敦己、（公財）福島県観光物産交流協会理事長、県観光交流局長 

 

【表彰部門】  

  パッケージデザイン部門、キャッチコピー・ネーミング部門、プロダクトデザイン部門  

 

【賞及び奨励礼金】 

・グランプリ １者（奨励金３０万円）    ・ゴールドメダル 各部門１者（奨励金１０万円）      ・シルバーメダル 各部門１者  

 ・ブロンズメダル 各部門１者       ・審査委員特別賞 １者                      ・ロングライフデザイン賞 １者  

 

【専用 HP】 https://fbdc.fksmdesign.com/  

 

※平成３０年度は３３７商品の応募があり、１７商品が入賞した。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(２)ふくしまクリエイターズバンクの構築・運営 

（１）同様、県産品のパッケージデザイン等の向上による商品力強化を目的に、消費者に伝わる訴求力の高い商品の創出や効果的な販路

開拓に繋げるため、事業者とクリエイターとの出会いの場をつくり、マッチング支援を行う。 

 

【事業概要】 

ふくしまクリエイターズバンクに登録するクリエイターと、デザイン活用を図りたい事業者のマッチングを行い、協働による新パッケー

ジや販促物等の開発、ブランディング支援等を行う。また、事業費の一部（事業者がクリエイターへ支払うデザイン開発経費等のうち 

半額（最大１０万円））を県が支援する。 

 

【募集対象者】  

①事業者     県産品（農林水産物、最終加工地を本県内で行う加工食品、工芸品等）の生産又は製造を行う県内事業者。 

②クリエイター 日本国内在住で、３年以上の実務経験及び実績を有する者。 

 

  【専用 HP】 https://fcb.fksmdesign.com/ 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 

全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成３０年度 
16,199 千円 

（令和元年度） 
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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 「売れるデザイン」イノベーション事業 

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） 

（１）ふくしまベストデザインコンペティションの実施 

県産品のパッケージデザイン等の向上による商品力強化を目的に、「パッケージ」「ネーミング」「商品企画」へのデザイン活用を図り、

消費者に伝わる訴求力の高い商品を創出するため、優れたデザインを表彰するコンテストを実施する。 

 

【対象商品】 

①生産、製造または加工の最終段階を県内で行っている商品。 

②主な原材料が福島県産であって、県外の事業者等により製造された場合は、県内に主たる事業所を有する者が販売を行っている商 

品。 

 

【審査委員】  

小山薫堂、眞鍋かをり、国井美果、鈴木正晴、鈴木順之、菊地敦己、（公財）福島県観光物産交流協会理事長、県観光交流局長 

 

【表彰部門】  

  パッケージデザイン部門、キャッチコピー・ネーミング部門、プロダクトデザイン部門  

 

【賞及び奨励礼金】 

・グランプリ １者（奨励金３０万円）    ・ゴールドメダル 各部門１者（奨励金１０万円）      ・シルバーメダル 各部門１者  

 ・ブロンズメダル 各部門１者       ・審査委員特別賞 １者                      ・ロングライフデザイン賞 １者  

 

【専用 HP】 https://fbdc.fksmdesign.com/  

 

※平成３０年度は３３７商品の応募があり、１７商品が入賞した。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(２)ふくしまクリエイターズバンクの構築・運営 

（１）同様、県産品のパッケージデザイン等の向上による商品力強化を目的に、消費者に伝わる訴求力の高い商品の創出や効果的な販路

開拓に繋げるため、事業者とクリエイターとの出会いの場をつくり、マッチング支援を行う。 

 

【事業概要】 

ふくしまクリエイターズバンクに登録するクリエイターと、デザイン活用を図りたい事業者のマッチングを行い、協働による新パッケー

ジや販促物等の開発、ブランディング支援等を行う。また、事業費の一部（事業者がクリエイターへ支払うデザイン開発経費等のうち 

半額（最大１０万円））を県が支援する。 

 

【募集対象者】  

①事業者     県産品（農林水産物、最終加工地を本県内で行う加工食品、工芸品等）の生産又は製造を行う県内事業者。 

②クリエイター 日本国内在住で、３年以上の実務経験及び実績を有する者。 

 

  【専用 HP】 https://fcb.fksmdesign.com/ 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 

全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成３０年度 
16,199 千円 

（令和元年度） 

  

 
 
 
 

 

 

 

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・展覧することにより、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」開催 

東北地域の魅力ある商材に対するパッケージデザインやキャッチコピー等を全国から公募。 

（２）「おいしいを一緒につくるデザインコンペ」開催 

東北地域の魅力ある商材のデザイン上の課題に対し、１商材あたり３名のデザイナーがコンペティション形式でパッケージデザイン等を提案。 

（３）「おいしい東北パッケージデザイン展」展覧会、表彰式・フォーラム・交流会 

東北地域の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ともに関係者間のネ

ットワーク構築を図るための交流会を開催。 

（４）新パッケージデザインの実用化支援 

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、権利化等について支援を実施。これまで既に多くの商品が実用化されており、「パッケージリニューアル後、売上げが上

がった」、「お土産コンクールで賞を獲得した」、「社内のパッケージデザインに関する意識が高まった」などの報告があがっている。 

《例年のスケジュール》 

5 月下旬～6 月 ： 参加企業の募集 

8 月下旬～9 月 ： 新パッケージデザイン案の募集 

10 月下旬～11月中旬 ： 審査会（外部審査委員・参加企業・主催者による審査） 

12 月 ： 「おいしい東北パッケージデザイン展」展覧会、表彰式・フォーラム・交流

会 

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】              デザイン展 2019グランプリ     デザインコンペ 2019 優秀賞 

http://thk-package-design2019.jp/                    「純米吟醸 豊国 千代寿」  「岩手短角和牛セシーナ」 「木村パスチャライズ牛乳」  

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 26年度 － 
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茨城県 
機関名 茨城県 

部署名 産業戦略部産業政策課 

電話連絡先 029-301-3585 

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） 

○令和元年度事業の概要 

 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 2019】 

 ・応募期間 令和元年 5月 31 日～7月１９日    

・審査会  一次審査 令和元年７月２９日  二次審査 令和元年 8月 26 日，27 日 

 ・応募件数 102件   ・選定数 知事選定５件，選定２０件，奨励 4 件，シリーズ選定 4 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（2019 テーマ：茨城のチカラ） 

 （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 2019】 

 ①開催期間：令和元年１２月１４日～１２月 15 日  会  場：あみプレミアム・アウトレット 

 ②開催期間：令和 2年 1月 11 日～1 月 15 日  会  場：イバラキセンス 

【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 

令和２年度も継続予定だが，予算や詳細については未定 平成９年度 15,899 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 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連続講座・演習（全４回）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：令和元(2019)年９月 25日(水)、10月 23 日(水)、11月 28日(木)、12 月 12 日(木) 

○場 所：栃木県庁会議室 

○テーマ：右左脳連携でプチイノベーションを起こすセミナー 

○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 10社 17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/r1designjuku.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 31(2019)年 2 月 14日(水)  

○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の講義 

○講 師：株式会社クリーレ 下島 由美 氏（デザイナー）、亀崎総合特許商標事務所 亀崎 伸宏 氏（弁理士） 

○参加者：県内中小企業者等 37 名 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

１ ： 令和２(2020)年度も継続して実施予定 
２ ： 平成 30年度で事業終了 

平成 22年度 令和元年度 471千円 

令和元(2019)年度「ものづくりデザイン塾」 
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茨城県 
機関名 茨城県 

部署名 産業戦略部産業政策課 

電話連絡先 029-301-3585 

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） 

○令和元年度事業の概要 

 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 2019】 

 ・応募期間 令和元年 5月 31 日～7月１９日    

・審査会  一次審査 令和元年７月２９日  二次審査 令和元年 8月 26 日，27 日 

 ・応募件数 102件   ・選定数 知事選定５件，選定２０件，奨励 4 件，シリーズ選定 4 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（2019 テーマ：茨城のチカラ） 

 （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 2019】 

 ①開催期間：令和元年１２月１４日～１２月 15 日  会  場：あみプレミアム・アウトレット 

 ②開催期間：令和 2年 1月 11 日～1 月 15 日  会  場：イバラキセンス 

【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 

令和２年度も継続予定だが，予算や詳細については未定 平成９年度 15,899 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 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連続講座・演習（全４回）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：令和元(2019)年９月 25日(水)、10月 23 日(水)、11月 28日(木)、12 月 12 日(木) 

○場 所：栃木県庁会議室 

○テーマ：右左脳連携でプチイノベーションを起こすセミナー 

○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 10社 17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/r1designjuku.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 31(2019)年 2 月 14日(水)  

○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の講義 

○講 師：株式会社クリーレ 下島 由美 氏（デザイナー）、亀崎総合特許商標事務所 亀崎 伸宏 氏（弁理士） 

○参加者：県内中小企業者等 37 名 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

１ ： 令和２(2020)年度も継続して実施予定 
２ ： 平成 30年度で事業終了 

平成 22年度 令和元年度 471千円 

令和元(2019)年度「ものづくりデザイン塾」 

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：令和元(2019)年 5月 24 日（金）～7月 12日（金） 

○審 査 会 ：令和元(2019)年 9月 3 日（火） 

○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、共用性、環境性の6項目の審査基準を基に総合的に審査 

○審査結果：栃木県優良デザイン商品（Ｔマーク商品）…５点 

     とちぎデザイン大賞…最優秀賞 1 点、優秀賞３点、栃木県デザイン協会賞 1点 

○表 彰 式 ：令和元(2019)年 10月 29 日（火） 

＜事業 URL＞ http://www.pref.tochigi.lg.jp/f02/work/shoukougyou/chitekishoyuuken/tmark_index.html 

＜令和元(2019)年度栃木県優良デザイン商品（Ｔマーク商品）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２(2020)年度も継続して実施予定 平成元年度 191 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 027-226-3358 

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等を「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］令和元年８月９日（金）～９月３０日（月） 

［展 示 会］ 

名称 グッドデザインぐんま商品展示会 

会期 令和２年１月３１日（金）～２月３日（月） 

会場 けやきウォーク前橋（前橋市文京町） 

内容 令和元年度「グッドデザインぐんま商品」の展示、カタログの配布 

（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 

ロゴマーク      展示会の様子    

＜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 

令和２年度の実施は未定 平成５年度 1,468 千円 

【とちぎデザイン大賞 優秀賞】  ３点 

商品名：栃の葉サブレ 

製作者:株式会社日昇堂 
商品名：宮のピザ窯 あっちこっち  

製作者:株式会社ツカサ精密 

商品名：おかえり安心 快腹帯 

製作者:株式会社小林縫製工業 

【栃木県デザイン協会賞】 

商品名：そっぽ焼き 

製作者:有限会社シェレンバウム 
商品名：Cocktail Glass For Kids  

製作者:株式会社サカエ工業 

【とちぎデザイン大賞 
最優秀賞】  
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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 027-226-3358 

事業名 Fashionable Gunma商品プロデュース 

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 県内教育機関との「デザインマッチング事業」 

［内  容］県内事業者と、県内教育機関でデザインを専攻している学生とのマッチングの場を設け、 

企業と学生双方の連携でデザイン制作に取り組む商品プロデュース事業を実施。 

［対  象］群馬県内に事業所を有する中小企業者又は産地組合等 

［参加費用］デザインの制作・試作に係る材料等諸経費及び設計費 

［募集期間］平成３１年４月２２日（月）～令和元年５月２４日（金） 

 

２ 専門家による「デザインワークショップ」 

［内  容］座学とケーススタディ、デザイナーとの交流を通じて、自社技術と製品の可能性を 

引き出すことのできるデザインプロデュースについて学ぶもの。 

［対  象］群馬県内に事業所を有する中小企業者 

       ※新たな感性を取り入れて商品開発を行う意欲のある事業者等 

［定  員］１５社程度 ※先着順 

［募集期間］令和元年７月１９日（金）～令和元年８月２８日（水） 

 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 
平成２３年度 

※２は令和元年度～ 
3,139 千円 

   

埼玉県 
機関名 川口市 

部署名 経済部産業振興課 

電話連絡先 048-259-9019 

事業名 新製品等開発試作費補助金 

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） 

公益財団法人川口産業振興公社が実施する川口新製品等開発振興奨励制度に基づき試作の対象として認められた事業又は、埼玉県又は

川口市の支援（共同研究、施設貸与等という。）をすでに 1 年以上受けており、一般財団法人地域総合整備団が実施するふるさとものづくり

支援事業の交付対象となる事業に、その試作費用の一部を補助する制度です。 

※新製品等開発奨励制度とは ： 公益社団法人川口産業振興公社が、具体的かつ実現可能な新製品・新技術の提案を審査して、試作の対

象と認められれば、奨励金を交付する事業です。毎年 10月頃決定しています。 

〇対象となる方 

 下記の（1）～（5）に該当する中小企業者。 

（１） 許認可等を要する事業を営む者にあっては、当該許認可等を得ていること。 

（２） 市税を完納していること 

（３） 個人にあっては市内在住・在勤者であること 

（４） 個人事業主にあっては市内において１年以上引き続いて同一事業を経営していること 

（５） 法人にあっては市内に本店を置き、１年以上引き続いて同一事業を経営していること 

〇内容 

 補助対象経費：補助金の交付決定を受けた年度内に試作完了した事業に係る経費 

 補  助  金  額：補助対象経費の２／３に相当する額、かつ、市長が予算の範囲内で決定する額 

※埼玉県又は川口市の支援（共同研究、施設貸与等をいう。）をすでに１年以上受けている事業であり、一般財団法人地域総合整備財団が実

施するふるさとものづくり支援事業の交付対象に該当する事業にあっては、一般財団法人地域総合整備財団が定めるふるさとものづくり

支援事業実施要綱に基づいて交付される額が補助額となります。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 昭和６０年度 
4,647 千円 

（平成 26 年度実績） 

平成３０年度の成果品（例） 

ワークショップの様子 
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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 027-226-3358 

事業名 Fashionable Gunma商品プロデュース 

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 県内教育機関との「デザインマッチング事業」 

［内  容］県内事業者と、県内教育機関でデザインを専攻している学生とのマッチングの場を設け、 

企業と学生双方の連携でデザイン制作に取り組む商品プロデュース事業を実施。 

［対  象］群馬県内に事業所を有する中小企業者又は産地組合等 

［参加費用］デザインの制作・試作に係る材料等諸経費及び設計費 

［募集期間］平成３１年４月２２日（月）～令和元年５月２４日（金） 

 

２ 専門家による「デザインワークショップ」 

［内  容］座学とケーススタディ、デザイナーとの交流を通じて、自社技術と製品の可能性を 

引き出すことのできるデザインプロデュースについて学ぶもの。 

［対  象］群馬県内に事業所を有する中小企業者 

       ※新たな感性を取り入れて商品開発を行う意欲のある事業者等 

［定  員］１５社程度 ※先着順 

［募集期間］令和元年７月１９日（金）～令和元年８月２８日（水） 

 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 
平成２３年度 

※２は令和元年度～ 
3,139 千円 

   

埼玉県 
機関名 川口市 

部署名 経済部産業振興課 

電話連絡先 048-259-9019 

事業名 新製品等開発試作費補助金 

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） 

公益財団法人川口産業振興公社が実施する川口新製品等開発振興奨励制度に基づき試作の対象として認められた事業又は、埼玉県又は

川口市の支援（共同研究、施設貸与等という。）をすでに 1 年以上受けており、一般財団法人地域総合整備団が実施するふるさとものづくり

支援事業の交付対象となる事業に、その試作費用の一部を補助する制度です。 

※新製品等開発奨励制度とは ： 公益社団法人川口産業振興公社が、具体的かつ実現可能な新製品・新技術の提案を審査して、試作の対

象と認められれば、奨励金を交付する事業です。毎年 10月頃決定しています。 

〇対象となる方 

 下記の（1）～（5）に該当する中小企業者。 

（１） 許認可等を要する事業を営む者にあっては、当該許認可等を得ていること。 

（２） 市税を完納していること 

（３） 個人にあっては市内在住・在勤者であること 

（４） 個人事業主にあっては市内において１年以上引き続いて同一事業を経営していること 

（５） 法人にあっては市内に本店を置き、１年以上引き続いて同一事業を経営していること 

〇内容 

 補助対象経費：補助金の交付決定を受けた年度内に試作完了した事業に係る経費 

 補  助  金  額：補助対象経費の２／３に相当する額、かつ、市長が予算の範囲内で決定する額 

※埼玉県又は川口市の支援（共同研究、施設貸与等をいう。）をすでに１年以上受けている事業であり、一般財団法人地域総合整備財団が実

施するふるさとものづくり支援事業の交付対象に該当する事業にあっては、一般財団法人地域総合整備財団が定めるふるさとものづくり

支援事業実施要綱に基づいて交付される額が補助額となります。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 昭和６０年度 
4,647 千円 

（平成 26 年度実績） 

平成３０年度の成果品（例） 

ワークショップの様子 

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。 

○令和元年度開催実績 ： １テーマ２日開催予定 

 『フラッグシップデザイン実践講座 

～目標の１０倍の販売実績に導いたビジネスデザイナーから学ぶ～』 

 １日目 令和元年１０月２９日 「フラッグシップデザイン基礎編」 

  ２日目 令和元年１１月２２日  「フラッグシップデザイン応用編」 

  ○開催場所 ： 千葉市内の会議室 

○参加人数 ： 定員２０名程度（先着順）                  

○講師 ： 第一線で活躍する現役のデザイナー  

    

 

（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。 

○令和元年度支援中の地域グループ ： ３件 

○平成３０年度実施例 

・旭食肉協同組合 ： 旭のブランド豚肉とその加工品の更なるブランド力向上のためのロゴマーク作成 

・農事組合法人さんぶ野菜ネットワーク ： 組合の求心力と山武の野菜の更なるブランド化を目的とするロゴマーク作成 

・一般社団法人みどりと空のプロジェクト ： 団体の活動の認知度向上と町内全体の意識醸成を目的とするロゴマーク作成 

・一般社団法人もりびと ： 竹林整備と竹加工品の製造販売を手掛ける事業の認知度向上を目的とするロゴマーク作成 

・養老渓谷旅館組合 ： 養老渓谷を象徴とするロゴマーク作成 

 

（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。 

令和元年度については 11月 13日～15 日に開催された「産業交流展２０１9」へ、過去に支援した商品の出展を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

＜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 

令和２年度も継続して実施予定 平成１９年度 
1,118 千円 

（令和元年度） 
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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 

令和２年度で事業見直し予定 平成 16 年度 13,228 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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 24年度 39,495 千円 
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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 

令和２年度で事業見直し予定 平成 16 年度 13,228 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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 24年度 39,495 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 デザイン実践事業 

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） 

個別に中小企業のデザイン導入の状況に対応したオーダーメイド型の支援機能を充実させるとともに、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

中小企業によるデザイン活用の実践をより一層生み出すとともに、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 デザイン実践相談事業 

デザイン活用の実践に踏み出そうとする中小企業の個々の状況を聞き取り、それぞ

れに応じたデザイン実践の適切かつ具体的なアドバイス等を行う。 

２ 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。 

３ 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 

令和２年度で事業見直し予定 平成 27年度 23,481 千円 

   

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/城東支所 
電話連絡先 03-5580-2180/03-5680-4632 

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 

2020年度も継続して実施予定 - - 

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 

多様なデザイン形状を製作するための積層金型とバイオマス材

料「サスティーモⓇ」の成型技術の開発 

時期：H30 年 10 月～2019 年 9月 

企業：J’S 株式会社  

製品名：カフス 

発売：販売中 
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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/城東支所 

電話連絡先 03-5580-2180/03-5680-4632 

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。 

実地技術支援 A 

（料金：11,700 円／日） 

•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。 

•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 

（料金：無料） 

•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。 

•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 

（料金：無料） 

•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。 

 

 

＜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 

2020年度も継続して実施予定 - - 

   

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/城東支所 
電話連絡先 03-5580-2180/03-5680-4632 

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 

2020年度も継続して実施予定 - - 

時期：H30 年 8月～H30 年 10 月 

企業：株式会社秀カンパニー 

製品名：冷却ベスト 

発売日：2020 年販売開始予定 
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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/城東支所 

電話連絡先 03-5580-2180/03-5680-4632 

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。 

実地技術支援 A 

（料金：11,700 円／日） 

•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。 

•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 

（料金：無料） 

•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。 

•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 

（料金：無料） 

•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。 

 

 

＜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 

2020年度も継続して実施予定 - - 

   

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/城東支所 
電話連絡先 03-5580-2180/03-5680-4632 

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 

2020年度も継続して実施予定 - - 

時期：H30 年 8月～H30 年 10 月 

企業：株式会社秀カンパニー 

製品名：冷却ベスト 

発売日：2020 年販売開始予定 

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/城東支所 

電話連絡先 03-5580-2180/03-5680-4632 

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。 

2019 年度に開催された例 

●質感デザイン最前線 

●2020 年春夏レディースカラートレンド 

●商品企画のためのパッケージデザイン入門 

●親密化するデザインと製造 

●2020 年秋冬レディースウェアー・カラートレンド分析   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。 

2019 年度に開催された例 

●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。 

 

＜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 

2020年度も継続して実施予定 - - 

   

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/城東支所 

電話連絡先 03-5580-2180/03-5680-4632 

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 
 
●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 

2020年度も継続して実施予定 - - 

 

 

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 

 

 

デザイン試作室 

 

 

ＵＶ厚手対応プリンタ 

 
 

 
 
 

 

 

型紙作成システム 

 

 

各種工業用ミシン 

生地用インクジェットプリンタ 
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神奈川県 
機関名 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 

部署名 事業化支援部企画支援課 

電話連絡先 046-236-1500 

事業名 生活支援ロボットデザイン支援事業 

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） 

■ 事業概要 

 商品の高付加価値化、市場競争力強化を図るため、開発の初期段階から 

 デザインを戦略的に活用し、生活支援ロボットの早期商品化・事業化に 

 向けた支援を実施しています。 

 

■ 支援の流れ 

 企業の開発テーマ募集 → デザイン事業者とのマッチング → 

 デザインプロポーザル募集 → 審査・採択 → 支援内容等の決定 

 → 「商品化促進モデル事業」として共創（企業・デザイン事業者・当研究所）による開発をスタート 

 

■ 実施結果（平成 30 年度）  

・ 商品化促進モデル事業（3 件） 

・ 知財専門家による知財支援の強化（知財コンサルティング：モデル事業各社、知財セミナー： 3回（参加者 161名） 

・ 情報発信、テストマーケティング、販路開拓支援： 5 回（スマートファクトリー 2018、中国国際工業博覧会、国際福祉機器展 2018、 

Japan Robot Week 2018、テクニカルショウヨコハマ 2019） 

・ 海外市場調査（中国 上海） 

＊平成 30 年度は経済産業省関東経済産業局 中小企業知的財産活動支援事業費補助金（地域中小企業知的財産支援力強化事業）の交付を受けて実施 

 

＜参考 URL＞ https://www.kanagawa-iri.jp/robot_design/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２７年度 5,983 千円 

   

神奈川県 
機関名 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 

部署名 事業化支援部企画支援課 

電話連絡先 046-236-1500 

事業名 製品化・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） 

 
■ 事業概要 

新製品の開発や新事業をめざす県内の中小企業に対し、当研究所の保有技術や設備機器を活用し、技術・デザイン・経営・金融等の総合支
援をすることにより、競争力の高い製品化・事業化を促進しています。 

 
■ 支援の流れ 

企業の開発段階に応じて、「製品化支援」「事業化支援」を用意し、最適な支援を行っています。 

製品化支援：公募により審査。 製品化段階の技術課題を職員がサポートしながら開発。開発に必要な試験分析費用等の一部免除あり。 
事業化支援：随時受付。総合支援（技術・経営・デザイン）により、事業構想・商品企画、調査、デザイニング等の伴走支援を実施。 

 

■ 実施結果（平成 30年度） 
 ・ 製品化支援 9 件（製品開発室使用課題 2 件・通所課題 7 件） 

・ 事業化支援 2 件 

・ 販路開拓支援 展示会・PR：2回 
 （スマートファクトリー 2018、テクニカルショウヨコハマ 2019） 
・ スキルアップセミナーの開催：2 回・参加者 161 名 

 （ものづくりデザイン経営セミナー「ものづくりの仕組み」） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２５年度 4,720 千円 
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神奈川県 
機関名 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 

部署名 事業化支援部企画支援課 

電話連絡先 046-236-1500 

事業名 生活支援ロボットデザイン支援事業 

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） 

■ 事業概要 

 商品の高付加価値化、市場競争力強化を図るため、開発の初期段階から 

 デザインを戦略的に活用し、生活支援ロボットの早期商品化・事業化に 

 向けた支援を実施しています。 

 

■ 支援の流れ 

 企業の開発テーマ募集 → デザイン事業者とのマッチング → 

 デザインプロポーザル募集 → 審査・採択 → 支援内容等の決定 

 → 「商品化促進モデル事業」として共創（企業・デザイン事業者・当研究所）による開発をスタート 

 

■ 実施結果（平成 30 年度）  

・ 商品化促進モデル事業（3 件） 

・ 知財専門家による知財支援の強化（知財コンサルティング：モデル事業各社、知財セミナー： 3回（参加者 161名） 

・ 情報発信、テストマーケティング、販路開拓支援： 5 回（スマートファクトリー 2018、中国国際工業博覧会、国際福祉機器展 2018、 

Japan Robot Week 2018、テクニカルショウヨコハマ 2019） 

・ 海外市場調査（中国 上海） 

＊平成 30 年度は経済産業省関東経済産業局 中小企業知的財産活動支援事業費補助金（地域中小企業知的財産支援力強化事業）の交付を受けて実施 

 

＜参考 URL＞ https://www.kanagawa-iri.jp/robot_design/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２７年度 5,983 千円 

   

神奈川県 
機関名 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 

部署名 事業化支援部企画支援課 

電話連絡先 046-236-1500 

事業名 製品化・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） 

 
■ 事業概要 

新製品の開発や新事業をめざす県内の中小企業に対し、当研究所の保有技術や設備機器を活用し、技術・デザイン・経営・金融等の総合支
援をすることにより、競争力の高い製品化・事業化を促進しています。 

 
■ 支援の流れ 

企業の開発段階に応じて、「製品化支援」「事業化支援」を用意し、最適な支援を行っています。 

製品化支援：公募により審査。 製品化段階の技術課題を職員がサポートしながら開発。開発に必要な試験分析費用等の一部免除あり。 
事業化支援：随時受付。総合支援（技術・経営・デザイン）により、事業構想・商品企画、調査、デザイニング等の伴走支援を実施。 

 

■ 実施結果（平成 30年度） 
 ・ 製品化支援 9 件（製品開発室使用課題 2 件・通所課題 7 件） 

・ 事業化支援 2 件 

・ 販路開拓支援 展示会・PR：2回 
 （スマートファクトリー 2018、テクニカルショウヨコハマ 2019） 
・ スキルアップセミナーの開催：2 回・参加者 161 名 

 （ものづくりデザイン経営セミナー「ものづくりの仕組み」） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２５年度 4,720 千円 

神奈川県 
機関名 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 

部署名 事業化支援部企画支援課 

電話連絡先 046-236-1500 

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） 

 
■ 事業概要 

中小企業の皆様の様々なデザイン課題や、企業価値の創出にお役立ていただくために、「デザイン相談室」を設置し、専門のデザイン相談

員による無料相談を行っています。“魅力あるものづくりのために”、“お客様に選んでいただくために”「デザイン」は有効な手段となること

の訴求に努めています。 

 

相談日：毎週月曜日・水曜日・金曜日 （9：30～16：30）＊休祝日を除く 

場 所：弊所横浜相談窓口（よこはまブランチ） 

横浜市中区尾上町 5-80神奈川中小企業センタービル４階   

 

■ 実施結果 

 平成 30 年度相談件数(よこはまブランチ)：203 件 

 

＜参考 URL＞ https://www.kanagawa-iri.jp/sup_comm/design_sup/design_soudan/ 

 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成１８年度 3,761千円 

   

神奈川県 
機関名 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 

部署名 事業化支援部企画支援課／情報・生産技術部デザイン・設計グループ 

電話連絡先 046-236-1500 

事業名 デザイン開発・研究（技術開発受託） 

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 

当研究所職員が企業の製品や商品の「魅力を高める」ことや「価値を伝える」ことを目指し、デザイン相談や開発、研修・セミナーの開催等

をとおして、プロダクトデザイン・グラフィックデザインを支援します。 

 

■ 実施結果（平成 30年度） 

 ・ 技術相談 40 件 

・ 技術開発受託 2 件 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 ― ― 
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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 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 ＜対象者：横浜市内の中小企業／利用料金：無料＞ 

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

２ デザイン調製 ＜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異なります。）＞ 

企業から依頼を受け、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。 

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生かして、商品企画や販促提案に取り組むものです。 

＜平成 30 年度実績＞ 

取組期間：平成 30 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 

製造業を中心とした市内中小企業等を対象に、デザインに関するあらゆる相談に対応する相談会とともに、販売促進につながるデザ

インの活用方法などを紹介するセミナーを実施しています。 

＜平成 30 年度実績＞ 

テーマ：「自分で作る時のデザインのコツ」他 実施回数：２回／参加者数：延べ 72 名 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/kogyogijutsu/design/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成６年度 
令和元年度 

11,169 千円 

   

神奈川県 
機関名 川崎市 

部署名 経済労働局イノベーション推進室 

電話連絡先 044-200-0168 

事業名 クリエイティブ産業活用促進事業 

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） 

経営やビジネスモデルを高めるためにデザイン手法を取り入れることに関する内容のセミナー開催や、デザインに関する相談に対応する窓

口の設置 

 

【セミナー】 

①展示会ブースの仕立て方について 

実施日・場所：2019年10月23日 K-NIC   講師：伊東圭昌氏、守谷貴絵氏 

②ECビジネス成功のポイントについて 

実施日・場所：2019年11月6日   K-NIC    講師：松澤斉之氏 

③デザイン経営について 

実施日・場所：2019年11月19日  K-NIC    講師：松本博子氏 

④デザイン思考について 

実施日・場所：2019年11月29日  K-NIC   講師：竹田陽子氏 

 

【デザイン相談】 

ベンチャー企業や市内中小企業を対象に、1社3回を限度としてデザインに関する相談対応をK-NICに開設する窓口で対応 

 

〈参考URL〉 

https://www.k-nic.jp/ （起業家支援拠点K-NICホームページ） 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

事業内容を精査の上、令和 2 年度も継続して実施予定 平成 8 年度 1,575 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 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 ＜対象者：横浜市内の中小企業／利用料金：無料＞ 

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

２ デザイン調製 ＜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異なります。）＞ 

企業から依頼を受け、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。 

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生かして、商品企画や販促提案に取り組むものです。 

＜平成 30 年度実績＞ 

取組期間：平成 30 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 

製造業を中心とした市内中小企業等を対象に、デザインに関するあらゆる相談に対応する相談会とともに、販売促進につながるデザ

インの活用方法などを紹介するセミナーを実施しています。 

＜平成 30 年度実績＞ 

テーマ：「自分で作る時のデザインのコツ」他 実施回数：２回／参加者数：延べ 72 名 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/kogyogijutsu/design/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成６年度 
令和元年度 

11,169 千円 

   

神奈川県 
機関名 川崎市 

部署名 経済労働局イノベーション推進室 

電話連絡先 044-200-0168 

事業名 クリエイティブ産業活用促進事業 

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） 

経営やビジネスモデルを高めるためにデザイン手法を取り入れることに関する内容のセミナー開催や、デザインに関する相談に対応する窓

口の設置 

 

【セミナー】 

①展示会ブースの仕立て方について 

実施日・場所：2019年10月23日 K-NIC   講師：伊東圭昌氏、守谷貴絵氏 

②ECビジネス成功のポイントについて 

実施日・場所：2019年11月6日   K-NIC    講師：松澤斉之氏 

③デザイン経営について 

実施日・場所：2019年11月19日  K-NIC    講師：松本博子氏 

④デザイン思考について 

実施日・場所：2019年11月29日  K-NIC   講師：竹田陽子氏 

 

【デザイン相談】 

ベンチャー企業や市内中小企業を対象に、1社3回を限度としてデザインに関する相談対応をK-NICに開設する窓口で対応 

 

〈参考URL〉 

https://www.k-nic.jp/ （起業家支援拠点K-NICホームページ） 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

事業内容を精査の上、令和 2 年度も継続して実施予定 平成 8 年度 1,575 千円 

神奈川県 
機関名 公益財団法人横須賀市産業振興財団 

部署名  

電話連絡先 046-828-1631 

事業名 プログラミング研修事業「YOKOSUKA WEBデザインスクール」 

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） 

 

横須賀市在住の主婦、主夫を対象に独自の Photoshop・WordPress カリキュラムを使用した WEB デザイン講座を実施することで、参加者に将

来役に立つスキルを楽しく習得してもらう。 

 

 期日：2019年 11月 26 日（火）・12月 17 日（火）・2020年 1 月 28 日（火）・２月 25 日（火） 全４回 

 時間：10：00～13：00（各回共通） 

 場所：横須賀市産業交流プラザ（各回共通） 

 定員：10 名 

 講師：タイムカプセル株式会社 代表取締役 相澤 謙一郎 氏 

 主催：公益財団法人横須賀市産業振興財団 

ヨコスカバレー構想実現委員会プログラミング研修ユニット 

 後援：横須賀市 

 運営：タイムカプセル株式会社 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度の実施については検討 令和元年度 ２３１千円 

   

神奈川県 
機関名 公益財団法人横須賀市産業振興財団 

部署名  

電話連絡先 046-828-1631 

事業名 プログラミング研修事業「未来の CGクリエイター育成講座」 

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） 

横須賀市在住・在学の小学４年生、中学１・２年生を対象に、３DCG（３次元コンピューターグラフィック）やゲームキャラクターをシンプルなアプリ

ケーションを使って制作することで、起業やクリエイターになるという職業選択肢の提示や将来役立つスキルを楽しく習得してもらう。 

  

①Ｖチューバー技術を学ぶ講座（定員 12 名） 

日時・場所：2019 年７月６日（土）・７日（日）10：00～15：00（両日）／16Startups 

講師：ＲＧＢＫ 代表 浅野 丈 氏 、 artcode 代表 柳澤 竜也 氏 

②ゲームキャラクターを動かそう！（定員１２名） 

日時・場所：2019 年８月 10 日（土）・11 日（日）10：00～15：00（両日）／16Startups 

講師：artcode 代表 柳澤 竜也 氏    

：Section8 Visual Design Studio 代表 中山 貴啓 氏 

③３Ｄキャラクターを作ろう！（定員１２名） 

日時・場所：2019 年９月７日（土）10：00～15：00／16Startups 

講師：artcode 代表 柳澤 竜也 氏    

：Section8 Visual Design Studio 代表 中山 貴啓 氏 

＜共通＞ 

主催：公益財団法人横須賀市産業振興財団 

協力：ヨコスカバレー構想実現委員会プログラミング研修ユニット・（株）ステップ 

後援：横須賀市・横須賀市教育委員会 

運営：ヨコスカクリエイターズ事業協同組合 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度の実施については検討 平成 30年度 450 千円 
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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 経営支援グループ 市場開拓チーム（生活関連担当） 

電話連絡先 025-250-6288 

事業名 生活関連産業デザイン・ブランディング支援事業「Design LAB（デザイン・ラボ）」 

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） 

 

新潟県内のクリエイターや外部の専門家等の協力を得ながら、デザイン視点で企業の戦略策定から商品の企画開発、流通・プロモーション

までをパッケージで支援します。 

 

◎企業戦略デザイン・ラボ     ：  知的資産経営をベースに、企業のブランド・販売戦略等の策定を支援 

 

◎新潟ポテンシャル・ラボ      ：  県内クリエイターを中心メンバーとし、商品やブランドの背景となる新潟の潜在価値を発掘 

 

◎商品デザイン・ラボ       ：  県内のデザイナーや外部専門家等によるデザイン相談対応、ワークショップ等の開催の他、 

県内クリエイターと県内製造業のマッチングによる新商品開発を支援 

 

◎プロモーションデザイン・ラボ  ：  外部アドバイザー（バイヤー等）による、商品やサービスの魅力の伝え方、プロモーション手法に 

ついての相談対応 

 

＜参考URL＞ https://www.nico.or.jp/designlab/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 令和元年度 12,093 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 経営支援グループ 市場開拓チーム（生活関連担当） 

電話連絡先 025-250-6288 

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） 

「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

したデザイン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12月末  
 
◎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2月初旬  
 
◎審査委員：デザイン、流通、情報系の３ジャンルの専門家６名に委嘱。 
 
◎審査：「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） 
 
◎平成30年度実績 出品作品数／55点  出品者数／49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 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 2 年度 ― 
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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 経営支援グループ 市場開拓チーム（生活関連担当） 

電話連絡先 025-250-6288 

事業名 生活関連産業デザイン・ブランディング支援事業「Design LAB（デザイン・ラボ）」 

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） 

 

新潟県内のクリエイターや外部の専門家等の協力を得ながら、デザイン視点で企業の戦略策定から商品の企画開発、流通・プロモーション

までをパッケージで支援します。 

 

◎企業戦略デザイン・ラボ     ：  知的資産経営をベースに、企業のブランド・販売戦略等の策定を支援 

 

◎新潟ポテンシャル・ラボ      ：  県内クリエイターを中心メンバーとし、商品やブランドの背景となる新潟の潜在価値を発掘 

 

◎商品デザイン・ラボ       ：  県内のデザイナーや外部専門家等によるデザイン相談対応、ワークショップ等の開催の他、 

県内クリエイターと県内製造業のマッチングによる新商品開発を支援 

 

◎プロモーションデザイン・ラボ  ：  外部アドバイザー（バイヤー等）による、商品やサービスの魅力の伝え方、プロモーション手法に 

ついての相談対応 

 

＜参考URL＞ https://www.nico.or.jp/designlab/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 令和元年度 12,093 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 経営支援グループ 市場開拓チーム（生活関連担当） 

電話連絡先 025-250-6288 

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） 

「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

したデザイン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12月末  
 
◎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2月初旬  
 
◎審査委員：デザイン、流通、情報系の３ジャンルの専門家６名に委嘱。 
 
◎審査：「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） 
 
◎平成30年度実績 出品作品数／55点  出品者数／49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 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 2 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 経営支援グループ 市場開拓チーム（生活関連担当） 

電話連絡先 025-250-6288 

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。 

・開発意欲の高い企業を公募し、マーケティング視点による開発テーマを設定。外部デザイナーのデザインマネジメントにより 

新商品を開発。 

 

◎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。 

・ホームページ、SNSを活用したプロモーション活動。 

・県内外のショップでのポップアップイベント等を実施。 

 

＜参考URL＞ https://www.nico.or.jp/hyaku/ 

Facebookページ  https://www.facebook.com/hyakunen/ 
Instagram  https://www.instagram.com/hyakunen_monogatari/ 
 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 15 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 経営支援グループ 市場開拓チーム（生活関連担当） 

電話連絡先 025-250-6288 

事業名 新潟クリエイティブバンク 

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、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/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 29年度 ― 
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新潟県 
機関名 公益財団法人新潟市産業振興財団 

部署名 ビジネス支援センター 

電話連絡先 025-226-0550 

事業名 域外新販路開拓補助金 

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） 

 

市内中小企業者の戦略的な域外（県外、海外）への販路開拓のため、試作品製作や販促物・販促手法を活用した域外への販促活動などの

取組みを支援する。 

 

・対象者     市内事業者（食品事業者以外）  

      

  ・対象事業    戦略的な域外（県外、海外）への販路開拓の取り組み 

 

  ・補助対象経費  試作品（パッケージデザイン含む）製作費、 

販促物製作費、販促手法利用費 

 

  ・補助率     補助対象経費の２／３以内 

 

  ・補助限度額   上限３０万円まで 

 

  ・平成３０年度実績 １１件（うちデザインに関するもの１１件） 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

平成 30年度で事業終了 平成２２年度 
平成 30年度： 

4,429 千円 

   

新潟県 
機関名 公益財団法人新潟市産業振興財団 

部署名 ビジネス支援センター 

電話連絡先 025-226-0550 

事業名 食のマーケットイン支援補助金 

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） 

 

市内中小食品メーカー等の販路拡大のため、マーケットに受け入れられる商品開発や商品ブラッシュアップ、販路拡大の取り組みを、補助

金に加え専門家がハンズオンにより支援する。 

 

  ・対象者      市内食品事業者、６次産業化事業者など   

        

  ・対象事業    ［商品開発コース］自社商品の開発や既存商品の改良の取り組み 

           ［販路拡大コース］自社商品の販路拡大を目指す取組み 

 

  ・補助対象経費  ［商品開発コース］商品開発費（原材料費、加工、パッケージデザイン等 

外注・委託費）、その他の経費 

           ［販路拡大コース］販促物制作費、販促活動費、その他の経費 

 

  ・補助率      補助対象経費の２／３以内 

 

  ・補助限度額    上限３０万円まで 

 

  ・平成３０年度実績 １７件（うちデザインに関するもの１３件） 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和元年度も継続して実施 平成 20年度 
平成 30年度： 
5,584千円 

（商品開発事例） 

（海外向けパンフレット作成事例） 
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新潟県 
機関名 公益財団法人新潟市産業振興財団 

部署名 ビジネス支援センター 

電話連絡先 025-226-0550 

事業名 域外新販路開拓補助金 

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） 

 

市内中小企業者の戦略的な域外（県外、海外）への販路開拓のため、試作品製作や販促物・販促手法を活用した域外への販促活動などの

取組みを支援する。 

 

・対象者     市内事業者（食品事業者以外）  

      

  ・対象事業    戦略的な域外（県外、海外）への販路開拓の取り組み 

 

  ・補助対象経費  試作品（パッケージデザイン含む）製作費、 

販促物製作費、販促手法利用費 

 

  ・補助率     補助対象経費の２／３以内 

 

  ・補助限度額   上限３０万円まで 

 

  ・平成３０年度実績 １１件（うちデザインに関するもの１１件） 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

平成 30年度で事業終了 平成２２年度 
平成 30年度： 

4,429 千円 

   

新潟県 
機関名 公益財団法人新潟市産業振興財団 

部署名 ビジネス支援センター 

電話連絡先 025-226-0550 

事業名 食のマーケットイン支援補助金 

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） 

 

市内中小食品メーカー等の販路拡大のため、マーケットに受け入れられる商品開発や商品ブラッシュアップ、販路拡大の取り組みを、補助

金に加え専門家がハンズオンにより支援する。 

 

  ・対象者      市内食品事業者、６次産業化事業者など   

        

  ・対象事業    ［商品開発コース］自社商品の開発や既存商品の改良の取り組み 

           ［販路拡大コース］自社商品の販路拡大を目指す取組み 

 

  ・補助対象経費  ［商品開発コース］商品開発費（原材料費、加工、パッケージデザイン等 

外注・委託費）、その他の経費 

           ［販路拡大コース］販促物制作費、販促活動費、その他の経費 

 

  ・補助率      補助対象経費の２／３以内 

 

  ・補助限度額    上限３０万円まで 

 

  ・平成３０年度実績 １７件（うちデザインに関するもの１３件） 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和元年度も継続して実施 平成 20年度 
平成 30年度： 
5,584千円 

（商品開発事例） 

（海外向けパンフレット作成事例） 

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。 

【平成 30年度実施内容】 

① 実践コース A「小さい会社だからこそできる、SNSを活用したブランディング」：10月 23 日（火）～30 日（火）（全４回）／参加者：23 名 

講師：松阪美歩氏（テテマーチ株式会社 ディレクター） 

内容：SNS の活用について、インスタグラムを中心にレクチャーと実践ワークショップを通じて学ぶ。 

② 実践コース B「超高齢社会に挑む！デザイン開発の実践」：1 月 16 日（水）～22日（火）（全４回）／参加者：8名 

講師：馬場了氏（株式会社クルー 代表取締役） 

内容：自社のシーズを活かし超高齢化社会のユーザーのインサイトを深くとらえ、新しい価値を生 

 むデザイン・商品開発を行うにはどのようなプロセスが必要なのかを学ぶ。 

③ 実践コース C「やまなしデザインサロン」：2月 19日（火）～3月 26日（火）（全４回）／参加者：32名 

内容：県内のアートディレクター等をコーディネーターとし、県内各分野のデザイナー等をゲスト 

に迎え、トーク形式のセミナーを開催。地域のデザインを考え、学び合う場とする。 

（１）「山梨のデザイナーに聞く、デザイナーとの出会い方」 

講師：土屋誠（BEEKアートディレクター）・赤松智志（NPO 法人かえる舎）、他県内デザイナー5名 

（２）「地域から伝えるデザイン 富山からのお話」講師：宮田裕美詠（STRIDE 代表グラフィックデザイナー） 

（３）「ことばとデザイン」講師：窪田新（株式会社電通 アートディレクター）渡邊千佳（株式会社電通 コピーライター） 

（４）「サステナビリティーとデザイン」講師：四井真治（株式会社ソイルデザイン 代表）あらいけいご（ファシリテーター） 

【令和元年度実施内容】 ＊実践コース B・実践コース C（各 4回）を、2019 年 12月以降開催予定。 

実践コース A「中小企業のためのブランディング 基礎と実践」：11 月 5日（火）～20 日（水）（全 4回）／参加者 19 名 

講師：関本 大輔氏（株式会社アドハウスパブリック代表取締役） 

（URL） https://www.pref.yamanashi.jp/yitc/design/index.html 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 17 年度 1,180千円（予定） 

   

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 デザイン情報誌「DESIGN YAMANASHI」の発行 ： 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、商品・サービスの企画開発やデザインへの応用の方法・考え方などをまとめ、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・貸出を行う。 

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。 

（URL） https://www.pref.yamanashi.jp/yitc/design/index.html 

④ YAMANASHI DESIGN ARCHIVE の運営 : 山梨県に伝わる過去の優れた物品の造形や模様、自然か

ら得られる色彩、今に伝わる昔話・伝説を、産業上で使用することのできるデザインソースとして

デジタル化して編集～公開している。 

（URL） https://design-archive.pref.yamanashi.jp/ 

 

 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 4 年度 1,312 千円（予定） 

隔月で発行しているデザイン情報紙 

「DESIGN YAMANASHI」 
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山梨県 
機関名 甲府市 

部署名 産業部商工課 農政課 

電話連絡先 055-237-5694（商工課） 055-298-4833（農政課） 

事業名 甲府ブランド認定制度 

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） 

平成 25 年度に制定された甲府ブランド認定制度は、「甲府らしさ」を有する地域資源を活用した魅力ある産品、商品、製品等を甲府ブラン

ドとして認定し、「甲府之証（こうふのあかし）」認証マークを与え、甲府の良きモノとして日本中、世界中に情報を発信することにより、甲府市

の知名度の向上を図るとともに産業振興及び地域の活性化を目指すものです。 

 甲府市は、認定するにあたり、「食品部門」、「クラフト系部門」、「農林産物部門」を設け、広報活動など、積極的な支援を行い、甲府発の商

品・サービスのブランド＝「商品ブランド」と、甲府イメージのブランド＝「地域ブランド」の２つのブランドを融合させ、商品のみならず、観光や

甲府市のイメージアップにも貢献できるブランドを目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業の詳細が掲載されているサイトＵＲＬ＞ 

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shoko/kofunoakashi.html（食品部門・クラフト系部門） 

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/nogyoshinko/2016314buranndo.html（農林産物部門） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 25年度 ― 

   

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」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。 

＜商品化事例＞松本スイーツ新商品「ミソラサンド」 

       【松本スイーツ開発・普及事業実行委員会（松本市）】 

  

 

＜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 

令和２年度も継続して実施予定 平成 20年度 13,038 千円 

＜食品部門＞                     ＜クラフト系部門＞ ＜農林産物部門＞ 
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山梨県 
機関名 甲府市 

部署名 産業部商工課 農政課 

電話連絡先 055-237-5694（商工課） 055-298-4833（農政課） 

事業名 甲府ブランド認定制度 

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） 

平成 25 年度に制定された甲府ブランド認定制度は、「甲府らしさ」を有する地域資源を活用した魅力ある産品、商品、製品等を甲府ブラン

ドとして認定し、「甲府之証（こうふのあかし）」認証マークを与え、甲府の良きモノとして日本中、世界中に情報を発信することにより、甲府市

の知名度の向上を図るとともに産業振興及び地域の活性化を目指すものです。 

 甲府市は、認定するにあたり、「食品部門」、「クラフト系部門」、「農林産物部門」を設け、広報活動など、積極的な支援を行い、甲府発の商

品・サービスのブランド＝「商品ブランド」と、甲府イメージのブランド＝「地域ブランド」の２つのブランドを融合させ、商品のみならず、観光や

甲府市のイメージアップにも貢献できるブランドを目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業の詳細が掲載されているサイトＵＲＬ＞ 

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shoko/kofunoakashi.html（食品部門・クラフト系部門） 

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/nogyoshinko/2016314buranndo.html（農林産物部門） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 25年度 ― 

   

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」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。 

＜商品化事例＞松本スイーツ新商品「ミソラサンド」 

       【松本スイーツ開発・普及事業実行委員会（松本市）】 

  

 

＜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 

令和２年度も継続して実施予定 平成 20年度 13,038 千円 

＜食品部門＞                     ＜クラフト系部門＞ ＜農林産物部門＞ 

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中小企業等と県内デザイナーとのマッチングを支援する。 

 

■ 参加者 

 ・参加デザイナー : グラフィックデザイナー（７名）、プロダクトデザイナー（７名） 

 ・参加企業業種 : 水産加工業、金属加工業、製茶業、製造業 

 

■ 実施内容 

 ・デザイナーと生産者のマッチングの場として、１対１デザイン相談会を実施 

（７月から翌年１月の第１、２、３木曜日に定期開催、全 20回） 

 ・フォローアップとして訪問相談を実施 

 ・最終報告会 

 

＜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 

令和２年度も継続して実施予定 平成 27年度 １，000 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「モノ」「コト」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「モノ」、「コト」 

■ 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月下旬） 

■ 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 

各賞      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、県内百貨店等での展示 

・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 

令和２年度も継続して実施予定 平成５年度 5,535 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 ふじのくに未来デザイン選定事業 

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） 

 

静岡県内学生が県内のデザイン関連分野で活躍しやすい機会を創出するため、デザインを学ぶ学生が製作した「モノ」や「コト」を対象とし

たコンテストを実施する。製作者の着眼点や発想から、デザイナーとしての素質を評価することで、未来のデザイナーを発掘、表彰する。 

 

■ 募集対象 : 学生が自作した「モノ」や「コト」 

■ 募集期間 : ６～８月頃 

■ 選定方法 ： デザイナーや生産者、教育者等の 10 名以内で構成される審査会を設置し、書類審査、プレゼン審査を行い決定 

■ 審査日程 : 書類審査（９月 26日）、プレゼン審査（11 月９日） 

■ 表  彰 ： 優秀賞（計５点程度） 

■ 支援等 ： ・プレゼン審査に参加した県内デザイナー等とのマッチング 

・デザイン事務所でのインターンシップや見学会の調整 

・受賞作品や受賞者について、県が出展する各種展示会でのＰＲ 

 

＜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 

令和２年度も継続して実施予定 令和元年度 470 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。 

 

■ 実施内容 

・講演会 本質を捉えたデザイン （講師：ヤマハ株式会社 デザイン研究所 所長） 

      日 時 : 9 月 21日（土）  参加者：89 名 

・第 １ 回 地場産業に寄り添うデザイン(セミナー・パネルトーク） 

      日 時 : 10 月 19 日（土）  参加者：31 名 

・第 ２回 「治一郎」ブランドを語る(パネルトーク） 

      日 時 : 10 月 26 日（土）  参加者：34 名 

・第３回 小さくてもキラリと光るブランディング(セミナー・パネルトーク） 

      日 時 : 11月 2 日（土） 

・第４回 売れるまでの道筋を整える(パネルトーク） 

      日 時 : 11月 30 日（土） 

 

＜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 

令和元年度で事業終了 平成 29年度 1,520 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 ふじのくに未来デザイン選定事業 

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） 

 

静岡県内学生が県内のデザイン関連分野で活躍しやすい機会を創出するため、デザインを学ぶ学生が製作した「モノ」や「コト」を対象とし

たコンテストを実施する。製作者の着眼点や発想から、デザイナーとしての素質を評価することで、未来のデザイナーを発掘、表彰する。 

 

■ 募集対象 : 学生が自作した「モノ」や「コト」 

■ 募集期間 : ６～８月頃 

■ 選定方法 ： デザイナーや生産者、教育者等の 10 名以内で構成される審査会を設置し、書類審査、プレゼン審査を行い決定 

■ 審査日程 : 書類審査（９月 26日）、プレゼン審査（11 月９日） 

■ 表  彰 ： 優秀賞（計５点程度） 

■ 支援等 ： ・プレゼン審査に参加した県内デザイナー等とのマッチング 

・デザイン事務所でのインターンシップや見学会の調整 

・受賞作品や受賞者について、県が出展する各種展示会でのＰＲ 

 

＜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 

令和２年度も継続して実施予定 令和元年度 470 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。 

 

■ 実施内容 

・講演会 本質を捉えたデザイン （講師：ヤマハ株式会社 デザイン研究所 所長） 

      日 時 : 9 月 21日（土）  参加者：89 名 

・第 １ 回 地場産業に寄り添うデザイン(セミナー・パネルトーク） 

      日 時 : 10 月 19 日（土）  参加者：31 名 

・第 ２回 「治一郎」ブランドを語る(パネルトーク） 

      日 時 : 10 月 26 日（土）  参加者：34 名 

・第３回 小さくてもキラリと光るブランディング(セミナー・パネルトーク） 

      日 時 : 11月 2 日（土） 

・第４回 売れるまでの道筋を整える(パネルトーク） 

      日 時 : 11月 30 日（土） 

 

＜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 

令和元年度で事業終了 平成 29年度 1,520 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） 

 

■ デザイナー紹介 

  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 

 

■ デザインカレンダー 

  県内で開催されるデザイン関係のイベント情報をカレンダーにして、ホームページ上に公開 

 

■ 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 

令和２年度も継続して実施予定 平成 13 年度 3,553 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：2,074 件（H30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の開放利用 （実施機関 : 工業技術研究所） 

利用件数 ： 233 件（H30 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/dis/ 

 

 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 13 年度 6,375 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 054-221-2522 

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） 

 

企業、デザイナー、学生の連携によるデザインを活用した伝統工芸品の新商品開発及び販路拡大 

 

■ 目的 

地場産業分野におけるデザインの活用促進 

 

■ 実施内容 

職人、企業、デザイナー、学生の連携による伝統工芸技法を活用した新製品開発プロジェクト 

・プロジェクトは、大学の演習授業を活用して実施（学生は、デザイン案を作成） 

・クリエイティブディレクターをプロジェクトリーダーに迎え、リーダーが、商品企画・開発・広告宣伝・販売までの全体をコントロール 

・職人や企業が、学生の若い感性と伝統工芸技術や素材を取り入れた商品を製作 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 30年度 4,475 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 054-221-2521 

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 1日～7月 31日（令和元年度実績） 

■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４名で構成される審査委員会を設置し選定 

■審査日程（令和元年度実績）：一次審査（書類審査）（９月２６日）、現地調査及び審査委員会（１０月１５日、３０日、１１月 7 日） 

■賞の種類： 

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：数店舗）、特別賞（今後の活動が期待される店舗：数店

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＞ https://f-koten.jp/award.html 

 

 

 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２８年度 ２,４２２千円 
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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 054-221-2522 

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） 

 

企業、デザイナー、学生の連携によるデザインを活用した伝統工芸品の新商品開発及び販路拡大 

 

■ 目的 

地場産業分野におけるデザインの活用促進 

 

■ 実施内容 

職人、企業、デザイナー、学生の連携による伝統工芸技法を活用した新製品開発プロジェクト 

・プロジェクトは、大学の演習授業を活用して実施（学生は、デザイン案を作成） 

・クリエイティブディレクターをプロジェクトリーダーに迎え、リーダーが、商品企画・開発・広告宣伝・販売までの全体をコントロール 

・職人や企業が、学生の若い感性と伝統工芸技術や素材を取り入れた商品を製作 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 30年度 4,475 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 054-221-2521 

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 1日～7月 31日（令和元年度実績） 

■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４名で構成される審査委員会を設置し選定 

■審査日程（令和元年度実績）：一次審査（書類審査）（９月２６日）、現地調査及び審査委員会（１０月１５日、３０日、１１月 7 日） 

■賞の種類： 

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：数店舗）、特別賞（今後の活動が期待される店舗：数店

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＞ https://f-koten.jp/award.html 

 

 

 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２８年度 ２,４２２千円 

静岡県 
機関名 静岡市 
部署名 経済局商工部産業振興課 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） 

  

 

                                              開発商品事例 

<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 

令和２年度も継続して実施予定 平成 20年度 6,437 千円 

   

静岡県 
機関名 浜松市 

部署名 産業部 産業振興課 

電話連絡先 053-457-2044 

事業名 広域連携推進事業「デザイン経営実践ワークショップ」 

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） 

 

優れた製品コンセプトやデザインを生み出すヒントを実践例から学ぶワークショップを開催します。 

既成概念にとらわれない考え方を学び、新しい製品・サービスのアイデアを出す体験をします。 

 

■対象者 管理職及び経営幹部の研修としてデザイン経営の基本を会得したい方、 

商品企画・開発でお悩みの方、職場の問題解決に携わる方 等 

 

■定員  25 名 

 

■日程  1日間 

 

■主催  公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 

 

■共催  浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 森町 

 

※広域連携推進事業とは…静岡県西部地域の「ものづくり産業」の持続的な発展を目指 

し、静岡県及び県西部 8 市町の行政機関と公益財団法人浜松地域イノベーション推進 

機構が連携し、人材育成事業等の施策を通じて、地域製造業者への支援を行う事業。 

 

＜参考 URL＞ https://www.hai.or.jp/event/20190607/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 27年度 120千円 

＜ワークショップの様子＞ 
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静岡県 
機関名 浜松市 

部署名 産業部 産業振興課 

電話連絡先 053-457-2044 

事業名 広域連携推進事業「ゼロからはじめる自社製品スクール」 

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） 

 

下請け型中小企業の自社製品開発を支援します。講師や参加者とのディスカッションを通じて、ゼロから製品コンセプトを生み出し、製品化を

目指す実践講座です。終了後も、財団のコーディネーター等が製品化をフォローアップします。 

 

■対象 中小企業の経営者・幹部候補、商品企画・開発の担当者、 

アイデアを形にしたい方、下請けから脱却したい方 等 

 

■定員 5 名 

 

■日程 4 日間＋フォローアップ 2日間 

 

■主催 公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 

 

■共催 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 森町 

 

＜参考 URL＞https://www.hai.or.jp/event/20190621/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 28年度 730 千円 

＜静岡文化芸術大学の学生との 

デザイン検討の様子＞ 
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静岡県 
機関名 浜松市 

部署名 産業部 産業振興課 

電話連絡先 053-457-2044 

事業名 広域連携推進事業「ゼロからはじめる自社製品スクール」 

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） 

 

下請け型中小企業の自社製品開発を支援します。講師や参加者とのディスカッションを通じて、ゼロから製品コンセプトを生み出し、製品化を

目指す実践講座です。終了後も、財団のコーディネーター等が製品化をフォローアップします。 

 

■対象 中小企業の経営者・幹部候補、商品企画・開発の担当者、 

アイデアを形にしたい方、下請けから脱却したい方 等 

 

■定員 5 名 

 

■日程 4 日間＋フォローアップ 2日間 

 

■主催 公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 

 

■共催 浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 森町 

 

＜参考 URL＞https://www.hai.or.jp/event/20190621/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 28年度 730 千円 

＜静岡文化芸術大学の学生との 

デザイン検討の様子＞ 

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。 

■富山県総合デザインセンターをデザイン交流拠点として発信 

総合デザインセンター一帯をデザイン交流ゾーンとして国内外に発信するため、隣接の工芸・デザイン関係企業と連携し、企画展やセミナー

からなる「とやま D'DAYS」を開催。令和元年度は、県内先端ものづくり企業のデザイン活用やデザイン思考による製品開発を推進するため、

「コアコンピタンス（強み）」をテーマに、モビリティやロボット分野におけるデザイン開発例の展示を中心としたイベントを開催。 

■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。令和元年度は、富山大学芸術文化学部、金沢美術工芸大学、武蔵野美術大学と連携。 

■クリエイティブ・デザイン・ハブでの新事業開発 

国内外のデザイナー、企業等の多くの異業種の人材が集う拠点として平成 29 年にオ

ープンした「クリエイティブ・デザイン・ハブ」における新商品開発・新事業創出を推進。 

■バーチャルスタジオの整備 

総合デザインセンターの支援機能を強化するため、ＶＲ技術を活用して、検証を繰り返

すデザイン開発のプロセスにおけるコスト削減と時間短縮を可能とする「バーチャルス

タジオ」を令和元年５月にオープン。また、県内企業が抱える個別のデザイン開 

発の課題に対して、ＶＲ技術の専門指導者を招聘した伴走型の支援も実施。 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

一部令和２年度も継続して実施予定 － 83,788 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（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） 

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。 

■商品開発支援 
・県内企業等を対象とし、各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、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 （以下は、令和元年度実績（一部）） 

  「越中富山技のこわけ STORE in 金沢」 
   会期：平成 31 年４月２日～令和元年６月 30 日 場所： HATCHi金沢 -THE SHARE HOTELS- 
 「東京ガールズコレクション富山 2019」での富山プロダクツ、技のこわけ等の展示 

   会期：令和元年７月 27 日 場所：富山市総合体育館 
 「越中富山技のこわけ 台湾デザイナーコラボ商品お披露目会」 
   会期：令和元年７月 29 日 場所：台湾クリエイティブデザインセンター ほか 

■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。（令和元年度予定）開催日：令和２年２月頃を予定 
＜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 

令和２年度も継続して実施予定 平成 11年度 60,283 千円 

〈富山プロダクツ展〉 

〈技のこわけ（一部）〉 

〈バーチャルスタジオ〉 
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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 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２０１９ 

主 催  富山市（運営：富山デザインフェア実行委員会） 

期 間  令和元年１０月４日（金）～１０月６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１，０２８点） 

「2019 TOYAMA ADC展」「日本パッケージデザイン大賞２０１９ 巡回展」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 

■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１１４作品、うち入賞１５作品 

■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 木住野 彰悟 氏（Kishino Shogo）（アートディレクター/グラフィックデザイナー） 

 ・テ ー マ 「なじむ にあう ほどよい」 

 ・入場者数 ８０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 富山アートディレクターズクラブ２名、公益社団法人日本パッケージデザイン協会２名 

 ・テ ー マ 「呉羽梨」～デザインの力で呉羽梨を全国ブランドに～ 

 ・参加者数 ４２人 

 

＜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/toyama-designfair_3.html 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成３年度 
1,869 千円 
3,784 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 ポスターの街づくり事業 

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３０年８月１日～平成３０年１０月８日 

■場所 富山市内各所 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

未定 平成１５年度 
1,800 千円（30 年度） 
5,880千円（30 年度） 
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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 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２０１９ 

主 催  富山市（運営：富山デザインフェア実行委員会） 

期 間  令和元年１０月４日（金）～１０月６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１，０２８点） 

「2019 TOYAMA ADC展」「日本パッケージデザイン大賞２０１９ 巡回展」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 

■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１１４作品、うち入賞１５作品 

■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 木住野 彰悟 氏（Kishino Shogo）（アートディレクター/グラフィックデザイナー） 

 ・テ ー マ 「なじむ にあう ほどよい」 

 ・入場者数 ８０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 富山アートディレクターズクラブ２名、公益社団法人日本パッケージデザイン協会２名 

 ・テ ー マ 「呉羽梨」～デザインの力で呉羽梨を全国ブランドに～ 

 ・参加者数 ４２人 

 

＜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/toyama-designfair_3.html 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成３年度 
1,869 千円 
3,784 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 ポスターの街づくり事業 

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３０年８月１日～平成３０年１０月８日 

■場所 富山市内各所 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

未定 平成１５年度 
1,800 千円（30 年度） 
5,880千円（30 年度） 

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 

（展示会：令和元年１０月９日～１４日 ウイング・ウイング高岡、常設展示：１１月～ 富山県総合デザインセンター内） 

 （２）富山県デザイン展（令和元年１１月８日～１０日 富山県高岡文化ホール） 

 

■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 

令和２年度も継続して実施予定 － 
7,711 千円 

34,501千円 

   

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 ポスターコーディネイト事業 

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） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     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） 
 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成１８年度 1,348 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 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５９回富山まつり（応募数６２）、富山デザインフェア２０１９（応募数７０）、グラス・アート・ヒルズ富山（応募数２３） 

 第６６回全日本チンドンコンクール（応募数５５）、孫とおでかけ支援事業（応募数１４） 

■賞金 

 大賞５０万円 準大賞１０万円 優秀賞５万円×２ 

 ※グラス・アート・ヒルズ富山は、大賞３０万円 

 ※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大賞に選定された場合、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 取締役副社長 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） 
 
■実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      第５９回富山まつり            富山デザインフェア２０１９        グラス・アート・ヒルズ富山 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       第６６回全日本チンドンコンクール         孫とおでかけ支援事業 
 
＜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_2_3_2_2.html 
 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２２年度 2,964 千円 

120

中
部
経
済
産
業
局



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５９回富山まつり（応募数６２）、富山デザインフェア２０１９（応募数７０）、グラス・アート・ヒルズ富山（応募数２３） 

 第６６回全日本チンドンコンクール（応募数５５）、孫とおでかけ支援事業（応募数１４） 

■賞金 

 大賞５０万円 準大賞１０万円 優秀賞５万円×２ 

 ※グラス・アート・ヒルズ富山は、大賞３０万円 

 ※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大賞に選定された場合、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 取締役副社長 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） 
 
■実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      第５９回富山まつり            富山デザインフェア２０１９        グラス・アート・ヒルズ富山 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       第６６回全日本チンドンコンクール         孫とおでかけ支援事業 
 
＜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_2_3_2_2.html 
 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２２年度 2,964 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 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） 

 

高岡伝統産業における新産業創出を目指して、平成 11 年度の高岡市デザイン・工芸センターの開設と共に、関連企業のデザイン商品開発

力と市場開拓力育成のため、デザイナー安次富 隆 氏（グッドデザイン賞審査員、多摩美術大学教授）指導のもと実施している。 

これまでに 100社以上が参画し、㈱能作をはじめ、新分野開拓、販路拡大、雇用増を実現した成功企業を輩出している。平成 16年度【 HiHill

（ハイヒル）】プロジェクトはグッドデザイン特別賞受賞。平成 29年度からは、参加企業が課題を持ち寄り、デザインによる課題の解決に取り組

んでいる。伝統工芸メーカー、職人、問屋、ショップ、デザイン関係者などが参加。 

 

■プロジェクト実績 

・平成 11年度【鉛レス素材開発研究会】参加 14 社 

 

・平成 12～15 年【HiHill（ハイヒル）プロジェクト】21 社  

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 

 

・平成 16～18 年【うるおしプロジェクト】9 社、3 作家 

水回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】16 社 

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】14 社 

ユニバーサルデザイン（UD）、エコロジー（eco）商品。 

 

・平成 26～28 年【ギフト開発プロジェクト「ZAI」】11社 13 名 

 

・平成 29～30 年【課題のデザイン】13 社 14名 

 

・令和 1年～2 年【課題のデザイン 第 2 期】11社 13 名 

 

■事業サイト 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 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 11年度 1,028 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 情報提供事業 

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） 

「伝統工芸産業人材養成スクール」など当センターが実施する事業紹介のほか、施設利用者に向けた開放設備機器等を掲載するウェブサイ

トを運用。また、高岡市のデザインやモノづくりの動きを紹介する web広報誌「ＮＥＷＳ ＬＥＴＴＥＲ」を定期的に公開し本市の魅力を発信する。 

 

■高岡市デザイン・工芸センターウェブサイト 

ＵＲＬ https://www.suncenter.co.jp/takaoka/ 

■「ＮＥＷＳ ＬＥＴＴＥＲ」 

平成 30年度から実施、年２～３回発行／不定期 

ＵＲＬ https://www.suncenter.co.jp/takaoka/movin/movin.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

    vol.1      vol.２       vol.３       vol.４     

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 11年度 358 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） 

地元の作り手が講師となり、ものづくりをテーマとしたワークショップを開催する。クラフトマン・デザイナーを含めた作り手の
発表機会、消費者との交流の場を提供するとともに、地場産業を中心としたものづくりの魅力発信を目的とする。平成 30 年
度より実施。 
 
■「素のものワークショップ-手の仕事 野の遊び-」 

 期日 令和元年９月 21日(土)、22 日(日) 

 会場 高岡市デザイン・工芸センターおよび株式会社能作本社 

 内容 金属・漆・土といった、手仕事の素材の魅力に触れるものづくり体験を開催。 

     ＜体験内容および講師＞ 

① １合炊き土かまど（寺西一貴・左官） 

② 金による銅のケトル（池田晴美・金工） 

③ 拭き漆の曲げわっぱと箸（京田充弘・漆工） 

④ 真鍮鋳物のバードコール（株式会社小泉製作所・金工） 

⑤ 錫の器と苔玉やお花を使ったグリーンインテリア 

（株式会社能作・金工） 

 参加者数 55名                             

＜素のものワークショップ URL＞ 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 

令和２年度も継続して実施予定 平成 11年度 161 千円 

vol.4 特集「音と形をデザインする

ー高岡に響く風鈴の音色―」 

－高岡銅器協同組合の取組みー 

案内ちらし 
実施風景 
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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 情報提供事業 

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） 

「伝統工芸産業人材養成スクール」など当センターが実施する事業紹介のほか、施設利用者に向けた開放設備機器等を掲載するウェブサイ

トを運用。また、高岡市のデザインやモノづくりの動きを紹介する web広報誌「ＮＥＷＳ ＬＥＴＴＥＲ」を定期的に公開し本市の魅力を発信する。 

 

■高岡市デザイン・工芸センターウェブサイト 

ＵＲＬ https://www.suncenter.co.jp/takaoka/ 

■「ＮＥＷＳ ＬＥＴＴＥＲ」 

平成 30年度から実施、年２～３回発行／不定期 

ＵＲＬ https://www.suncenter.co.jp/takaoka/movin/movin.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

    vol.1      vol.２       vol.３       vol.４     

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 11年度 358 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） 

地元の作り手が講師となり、ものづくりをテーマとしたワークショップを開催する。クラフトマン・デザイナーを含めた作り手の
発表機会、消費者との交流の場を提供するとともに、地場産業を中心としたものづくりの魅力発信を目的とする。平成 30 年
度より実施。 
 
■「素のものワークショップ-手の仕事 野の遊び-」 

 期日 令和元年９月 21日(土)、22 日(日) 

 会場 高岡市デザイン・工芸センターおよび株式会社能作本社 

 内容 金属・漆・土といった、手仕事の素材の魅力に触れるものづくり体験を開催。 

     ＜体験内容および講師＞ 

① １合炊き土かまど（寺西一貴・左官） 

② 金による銅のケトル（池田晴美・金工） 

③ 拭き漆の曲げわっぱと箸（京田充弘・漆工） 

④ 真鍮鋳物のバードコール（株式会社小泉製作所・金工） 

⑤ 錫の器と苔玉やお花を使ったグリーンインテリア 

（株式会社能作・金工） 

 参加者数 55名                             

＜素のものワークショップ URL＞ 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 

令和２年度も継続して実施予定 平成 11年度 161 千円 

vol.4 特集「音と形をデザインする

ー高岡に響く風鈴の音色―」 

－高岡銅器協同組合の取組みー 

案内ちらし 
実施風景 

富山県 
機関名 高岡市 

部署名 産業振興部産業企画課 

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。 

2019 年までに、全国から延べ 12,966 名の出品と歴代 88 名（延べ 234 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 2019クラフト展 

会期 令和元年 9月 21 日（土）～9月 23 日（月・祝） 

時間 午前 10 時～午後 6時 ※最終日は午後 3 時まで 

会場 セリオタウン（御旅屋セリオ）6 階特設会場（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/ 

令和元年度は、「高岡クラフト市場街」、「ミラレ金屋町」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 

令和２年度も継続して実施予定 昭和 61 年度 5,000千円 
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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 076-225-1507／076-267-0365 

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Ｒ１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：２０人 ／ 講師：県内で活躍するデザイナー 

２ 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を支援。 

 対象企業：４社 ／ 参加デザイナー：４名 

３ 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 

令和２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／（公益）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 076-225-1507／076-220-2373／076-267-0365 

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Ｒ１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：４０名 ／ 研修会：３回 ／ 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社 ／ 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：１２０件 学生：７９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 

令和２年度も継続予定 昭和６０年度度 
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／（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 076-225-1507／076-267-0365 

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Ｒ１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：２０人 ／ 講師：県内で活躍するデザイナー 

２ 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を支援。 

 対象企業：４社 ／ 参加デザイナー：４名 

３ 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 

令和２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／（公益）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 076-225-1507／076-220-2373／076-267-0365 

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Ｒ１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：４０名 ／ 研修会：３回 ／ 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社 ／ 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：１２０件 学生：７９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 

令和２年度も継続予定 昭和６０年度度 
県３，５００千円 
市１，７００千円 
全７，３００千円 

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 076-225-1507／076-220-2373／076-267-0365 

事業名 国際漆展・石川２０２０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 開催趣旨 
 漆作品の国際公募展である本展の開催を通じ、漆の様々な可能性や魅力を広くアピールし、他の工芸や産業分野に創造性を触発する。 
２ 概要（前回（２０１７）実績） 
（１）主催 
 国際漆展・石川開催委員会（構成：県、金沢市、輪島市、加賀市、金沢商工会議所、輪島漆器商工業協同組合、山中漆器連合協同組合、金沢 
漆器商工業協同組合、（公財）石川県デザインセンター） 
（２）作品公募   

期間：平成２８年８月上旬～平成２９年３月３日 応募数：１１の国・地域から１７６点（うち国内９９点） 
（３）審査方法 
 １次（画像）審査  平成２９年４月１４日  スライド  審査員：国内４人 
 本審査      平成２９年６月２９日  実物   審査員：国内７人 
（４）賞 
 大賞１点 副賞 100 万円 ほか金賞２点、銀賞２点、奨励賞４点、審査員特別賞７点 
（５）展示会 
 平成 29 年 10月 13 日～10月 25日   会場：石川県政記念しいのき迎賓館（金沢市） 
 平成 29 年 11 月 11 日～平成 30年 1月 14日 会場：石川県立伝統産業工芸館（金沢市） 
 
＜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 
平成元年度 

（３年に１回開催） 
県・金沢市で 
予算要求中 

   

愛知県 
機関名 愛知県 

部署名 経済産業局 産業部 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、3455） 

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技術講演会「革新的金型開発に向けた金属 3Dプリンタ技術の進展」 
 日時 ： 平成３０年８月２日（火）午後１時３０分～午後４時４０分 ／ 参加人数 ： １１３名 
 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 

＜URL＞ http://www.aichi-inst.jp/newsrelease/up_docs/h300710-juuten2-pm9-kouenkai.pdf 
○産業デザイントライアルコア事業（平成３０年度）「新製品開発のための試作体験セミナー」 

開催日 ： 平成３０年８月３日（金）及び８月９日（木） ／ 参加人数 ： 合計５８名 

場所 ： あいち産業科学技術総合センターモノづくり体験コーナー及び講習会室 ／ 主催 ： 愛知県、愛知県立芸術大学 
＜URL＞ https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/shisaku2018.html  

○産業デザイントライアルコア事業（令和元年度）「新製品開発のための試作体験セミナー」 

開催日 ： 令和元年７月２９日（月）及び８月８日（木） ／ 参加人数 ： 合計６６名 
場所 ： あいち産業科学技術総合センターモノづくり体験コーナー及び講習会室 ／ 主催 ： 愛知県、愛知県立芸術大学 
＜URL＞ https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/shisaku2019.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 
○常滑焼製品のための新規な加飾技術の開発（平成３０年度） 

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った。 
○伝統的上絵加飾技術の応用による現代瀬戸焼の高付加価値化に関する研究（令和元年度） 

上絵イッチン等の装飾的な上絵加飾技術を現代瀬戸焼に活用して良好な加飾を得るために、これまで技術者の感覚に頼っていた素材

調製、表現技法、焼成条件等のプロセスを試験・検討して、技法の詳細を解明し、それらを基に現代化を検討する。 
＜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 

令和２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 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 

事業名 名古屋市デザイン活用支援事業「デザインアドバイス」 

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） 

 

新商品開発や販売促進、企業ブランディング等に取り組もうとする中小企業に対し、個々の企業のニーズに応じたデザイナーを選定・派遣す

ることにより、企業のデザインの活用・導入を促進。 

 

内容： 

・新商品開発のためのデザイン 

・既存商品の高付加価値化のためのデザイン 

・販売促進のためのデザイン：販促ツール、パッケージデザインなど 

・環境やユニバーサルデザインを取り入れた商品開発 

平成 30年度：指導企業 7 社 49 回、成果展示 3社 

令和元年度 ：指導企業 7社 49 回、成果展示 2 社 

費用：60,000 円（税別※試作品の製作等にかかる費用は別途負担） 

所管：名古屋市市民経済局産業部産業労働課 

企画運営：株式会社国際デザインセンター 

 

＜参考 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 

令和２年度も継続予定 平成 9 年度 3,153 千円 

   

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 

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） 

 

デザインの活用を通して新商品開発や新事業の展開などを実現しようとする意欲ある中小企業に対し、セミナーやワークショップによる全

体指導や、具体的な商品・サービス等の創出を目指した個別指導を実施。 

 

内容： 

【全体指導】セミナー、デザイン思考を取り入れたワークショップ（全 6回） 

・参加者：31 事業者（製造業、サービス業、卸売業、小売業、建設業） 

【個別指導】 

・参加者：ヒアリング指導：22 事業者 101 回 

     （うち専門相談員指導：6 事業者 48回） 

【成果展示】メッセナゴヤ 2018（ポートメッセなごや）3 事業者 

     インターネプコンジャパン（東京ビッグサイト）3事業者 

費用：無料 

所管：名古屋市市民経済局産業部産業労働課 

企画運営：株式会社国際デザインセンター 

 

＜参考 URL＞ 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年度で事業終了 平成 28年度 10,499 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 

事業名 名古屋市デザイン活用支援事業「デザインアドバイス」 

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） 

 

新商品開発や販売促進、企業ブランディング等に取り組もうとする中小企業に対し、個々の企業のニーズに応じたデザイナーを選定・派遣す

ることにより、企業のデザインの活用・導入を促進。 

 

内容： 

・新商品開発のためのデザイン 

・既存商品の高付加価値化のためのデザイン 

・販売促進のためのデザイン：販促ツール、パッケージデザインなど 

・環境やユニバーサルデザインを取り入れた商品開発 

平成 30年度：指導企業 7 社 49 回、成果展示 3社 

令和元年度 ：指導企業 7社 49 回、成果展示 2 社 

費用：60,000 円（税別※試作品の製作等にかかる費用は別途負担） 

所管：名古屋市市民経済局産業部産業労働課 

企画運営：株式会社国際デザインセンター 

 

＜参考 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 

令和２年度も継続予定 平成 9 年度 3,153 千円 

   

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 

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） 

 

デザインの活用を通して新商品開発や新事業の展開などを実現しようとする意欲ある中小企業に対し、セミナーやワークショップによる全

体指導や、具体的な商品・サービス等の創出を目指した個別指導を実施。 

 

内容： 

【全体指導】セミナー、デザイン思考を取り入れたワークショップ（全 6回） 

・参加者：31 事業者（製造業、サービス業、卸売業、小売業、建設業） 

【個別指導】 

・参加者：ヒアリング指導：22 事業者 101 回 

     （うち専門相談員指導：6 事業者 48回） 

【成果展示】メッセナゴヤ 2018（ポートメッセなごや）3 事業者 

     インターネプコンジャパン（東京ビッグサイト）3事業者 

費用：無料 

所管：名古屋市市民経済局産業部産業労働課 

企画運営：株式会社国際デザインセンター 

 

＜参考 URL＞ 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年度で事業終了 平成 28年度 10,499 千円 

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 

事業名 
中部経済産業局 

産学連携によるデザイン重視の新商品開発・ブランディング事業 

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） 

 

デザイン思考を取入れた産学連携ワークショップを通じ、デザイン重視の新商品開発・ブランディングと学生のスキルアップを図った。 

 

内容：指導デザイナー、地域産品の製造販売事業者、デザイン学生がチームを構成し、知財について学ぶセミナー、現地調査、デザイン思考

を取り入れたワークショップ（計 7回）を通じ、高速道路のサービスエリアで販売するお土産品のパッケージデザインを開発。 

・4 種類のフレーバーにあわせたスティックケーキのパッケージ（※販売：御在所 SA下り線） 

・既存商品「デュス デュ フロマージュ〜女神のチーズ〜」のパッケージのリデザイン 

・新城市のブランド里芋「八名丸」を使った和菓子のパッケージ（※販売：岡崎 SA） 

参加者：事業者 1 社にデザイナー1名と学生 6 名でチームを構成 計 3 チーム 

費用：無料 

所管：中部経済産業局 

企画運営：株式会社国際デザインセンター 

 

 

＜参考 URL＞ 

http://www.idcn.jp/files/event/2019/h30_sangaku.pdf  

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

平成 30年度で事業終了 平成 30年度 2,552 千円 

   

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 

事業名 インキュベーション施設「デザインラボ」 

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の事業者等にスペースを提供。 

審査により一定の基準を満たした企業には、賃借料の補助を行う。 

 

・部屋数：10 室（32.2㎡〜85.12 ㎡）＋共同会議室 

・賃料： 2,800 円/ 1 ヶ月・㎡（No.2・4・5・6・9） 

    3,500 円/ 1 ヶ月・㎡ (No.1・3・7・8・11) 

・共益費：1,300 円/ 1 ヶ月・㎡ (全室、室内空調費含む)(いずれも消費税別) 

・入居期間：1年。原則 10 年間まで(自動更新) 

・対象：デザイン関連事業を行う事業者等 

・入居審査：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：応募資格、業務内容 

      経営方針(企業家マインド、自立性)、経営内容 

     アイデアの独創性、将来性など 

・補助概要：入居時点で創業後年数 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＞ 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 

令和 2 年度も継続予定 平成 9 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 052-265-2105 

事業名 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」 

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） 

公募審査により選ばれた創業をめざすクリエイターや新規事業に、商品販売の場を提供し、創業支援を行う。 

 

○支援： 

・商品販売と活動紹介の場としての売場スペースの提供 

・商品の開発、ディスプレイ、販売促進の相談・指導、その他広報支援 

・ワークショップなど顧客ニーズ把握のための機会提供 

○審査：書類審査と面接（応募資格、活動実績、創業計画、将来性、商品 

    内容、サンプル商品などによる） 

○費用：無料（※若干の諸費用、販売手数料あり） 

○平成 30年度：平成 30年 4月 12日〜31年 3月 11日 約 11ヶ月（8者） 

○令和元年度：平成 31年 4月 26日～令和 2 年 3月 29 日 約 11 ヶ月 

 （通年出店 4者＋期間出店 8者約 40 日間ごとに入替） 

○所管：名古屋市市民経済局産業部次世代産業振興課 

○企画運営：株式会社国際デザインセンター 

＜参考 URL＞ http://www.idcn.jp/gallery_and_shop/loop 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続予定 平成 23年度 19,377 千円 

   

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、 

      ５年目 2,914 件、６年目 2,947 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 

令和２年度も継続して実施予定 平成 25年度 60,000 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 052-265-2105 

事業名 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」 

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） 

公募審査により選ばれた創業をめざすクリエイターや新規事業に、商品販売の場を提供し、創業支援を行う。 

 

○支援： 

・商品販売と活動紹介の場としての売場スペースの提供 

・商品の開発、ディスプレイ、販売促進の相談・指導、その他広報支援 

・ワークショップなど顧客ニーズ把握のための機会提供 

○審査：書類審査と面接（応募資格、活動実績、創業計画、将来性、商品 

    内容、サンプル商品などによる） 

○費用：無料（※若干の諸費用、販売手数料あり） 

○平成 30年度：平成 30年 4月 12日〜31年 3月 11日 約 11ヶ月（8者） 

○令和元年度：平成 31年 4月 26日～令和 2 年 3月 29 日 約 11 ヶ月 

 （通年出店 4者＋期間出店 8者約 40 日間ごとに入替） 

○所管：名古屋市市民経済局産業部次世代産業振興課 

○企画運営：株式会社国際デザインセンター 

＜参考 URL＞ http://www.idcn.jp/gallery_and_shop/loop 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続予定 平成 23年度 19,377 千円 

   

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、 

      ５年目 2,914 件、６年目 2,947 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 

令和２年度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 

本事業は、伝統産業・地場産業の中小企業者が、大都市圏の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、県内外で活躍するデ

ザイナー等との連携により、事業者の状況に応じて、商品の開発・改良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）支援を

行い、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、既に三重県内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）ブランディング支援 （２）販路開拓支援 （３）フォローアップ 

 

３ 採択件数 

令和元年度に採択した事業者は３者。 

 

４ 令和元年度事業の実施期間 

採択決定日から令和２年３月 24 日(火)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/EIGYO/HP/m0141200093.htm 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和元年度で事業終了 平成 27年度 2,641 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 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 参考 

令和元年度三重グッドデザインは、７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 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 26年度 395 千円 
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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 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） 

■BANKO 300th プロジェクト（開始年度：平成29年度） 

概要：萬古焼の創始者 沼波弄山翁の生誕300年を機に、萬古焼の伝統と文化を伝え続けてきた先人達の努力に感謝し、萬古焼 

の遺産を未来への資産とすべく立ち上げたプロジェクト。内田鋼一氏を総合プロデューサーに迎え、記念誌発刊事業、魅力展示 

事業、ふれあい事業を柱に様々な事業を展開発信。 

主催：BANKO 300th実行委員会 ／ 協賛：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 朝日町 桑名市  

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://banko300.jpn.org/ 

 

■第３3回 四日市 萬古陶磁器コンペ2019（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：令和元年5月9日～12日 ／ テーマ：「急須」 

 

■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 ／ 助成：経済産業省 四日市市 （財）岡田文化財団 

期間：：令和元年7月～令和2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 

令和 2 年度も継続して実施予定 ― ― 

   

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 059-331-2381 

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

展示会を共催。令和元年度は多治見市役所（岐阜県）にて 10月 17 日～23 日に開催。 

 

 

 
 

                 
  

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 ― ― 

   

テーマ「陶器で豆乳！」 
業務用に、豆乳から豆腐を作る豆腐小鍋
と、湯葉陶皿の提案です。 

令和元年度三重県出品作品 
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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 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） 

■BANKO 300th プロジェクト（開始年度：平成29年度） 

概要：萬古焼の創始者 沼波弄山翁の生誕300年を機に、萬古焼の伝統と文化を伝え続けてきた先人達の努力に感謝し、萬古焼 

の遺産を未来への資産とすべく立ち上げたプロジェクト。内田鋼一氏を総合プロデューサーに迎え、記念誌発刊事業、魅力展示 

事業、ふれあい事業を柱に様々な事業を展開発信。 

主催：BANKO 300th実行委員会 ／ 協賛：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 朝日町 桑名市  

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ http://banko300.jpn.org/ 

 

■第３3回 四日市 萬古陶磁器コンペ2019（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：令和元年5月9日～12日 ／ テーマ：「急須」 

 

■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 ／ 助成：経済産業省 四日市市 （財）岡田文化財団 

期間：：令和元年7月～令和2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 

令和 2 年度も継続して実施予定 ― ― 

   

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 059-331-2381 

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

展示会を共催。令和元年度は多治見市役所（岐阜県）にて 10月 17 日～23 日に開催。 

 

 

 
 

                 
  

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 ― ― 

   

テーマ「陶器で豆乳！」 
業務用に、豆乳から豆腐を作る豆腐小鍋
と、湯葉陶皿の提案です。 

令和元年度三重県出品作品 

 

 

中部 
経済産業局 

機関名 中部経済産業局 

部署名 産業部 流通・サービス産業課 

電話連絡先 052-951-0597 

事業名 平成 30年度 産学連携によるデザイン重視の新商品開発・ブランディング事業 

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） 

＜事業目的＞ 

デザイン開発・商品ブランディングに課題を抱える中部管内東海３県の中小企業と、将来デザイナーとしてビジネス等の現場に立つ大学等 

デザイン教育機関に所属する学生をチームとして編成し、産学連携により、デザイン開発・商品ブランディングに取り組む実践型ワークショッ 

プや成果報告会等を行う。 

ワークショップや成果報告会等を通じて、意匠・商標等の知的財産権の重要性を学びつつ、本質的なニーズを見つけて課題解決に取り組

む、デザイン思考活用のプロセスを体験することで、学生に対して、教育機関のカリキュラムだけでは学びがたい社会で活かせるデザイナ

ーのスキルの習得を支援するとともに、中小企業に対して、デザイン重視の新商品開発・ブランディングに向けた取組の支援を目的とする。 

 

＜事業内容＞ 

１．キックオフセミナー ： デザインを商品開発に生かすためのデザイン活用セミナー、意匠・商標等の知的財産権の重要性について学ぶ講

義と、参加企業のプレゼンテーション、チーム編成を行い、今後の進め方についてのミーティングを実施。 

・実施日：平成 30 年 9月 3 日 参加者：41 名 

・セミナー1 「地域・個性が引き立つ商品ブランディングについて、デザインの役割とデザイン思考」 

・セミナー２ 「知的財産権（意匠権・商標権）の役割と活用法」 

２．ワークショップ ： 中小企業・指導デザイナー・学生が１つのチームとなり、デザイン思考フローを活用した 5 回のワークショップを通じて

商品パッケージ等のデザイン開発に取り組み、学生 1人 1 人がアイデアを出し合い、共同で最終デザイン案のまとめ上げを実施。 

・第 1 回 平成 30年 9月 24 日 参加者 23 名、平成 30年 10月 20日 参加者 11名  現地調査・ヒアリング 

・第 2 回 平成 30 年 10月 4日 参加者 31 名  テーマ・問題点等の整理、アイデア出し～コンセプト策定 

・第 3 回 平成 30年 10月 30 日 参加者 31 名  ラフデザイン等制作 

・第 4 回 平成 30年 11月 26日 参加者 29 名  商標チェック等レクチャー、デザイン等案検討（ネーミング含む） 

・第 5 回 平成 30年 12月 20 日 参加者 32 名  最終デザイン提案～決定 

３．成果報告会 ： 成果展示会として、ワークショップにて作成したパッケージを一堂に展示。さらにワークショップ参加者（参加企業・学生・指

導デザイナー）を集めての成果報告会を実施。学生たちが成果作品について発表を行い、その提案内容について、販売企業や統括プロデュ

ーサーが公表を行った。また、チームに分かれ、商品化について意見交換を実施。 

・成果展示会：平成 31 年 2月 20日～3月 4 日 来場者：597名 

・成果報告会：平成 31 年 3月 4 日 参加者：57 名 
 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

平成 30年度で事業終了 平成 30年度 3,000 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 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) 

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) 

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 デザインセンターふくい（公益財団法人ふくい産業支援センター） 

 

<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 

令和２年度も継続して実施予定 平成１１年度 3,549 千円・4,549 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元より、市場ニーズの把握から商品企画、販売までのいわゆるブ

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ことから、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 

 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 20 回 ・利用負担金 専門家謝金の 1/2 

(2)グループカウンセリング 

 具体的なブランディング立案やそれに基づく商品開発の段階には至ってはいないが、これま 

でのプロダクトアウトに代わって、マーケットインの視点で商品開発に取り組もうとする企業に対 

し、グループ単位で、全国規模の市場動向に詳しい専門家による、既存商品の評価指導やブラン 

ディングの基本的な考え方の指導を行う。 

・実施回数 延べ 12 回 

3 事業主体 デザインセンターふくい（公益財団法人ふくい産業支援センター） 

<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 

令和２年度も継続して実施予定 平成１０年度 1,851千円・2,259 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 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) 

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) 

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 デザインセンターふくい（公益財団法人ふくい産業支援センター） 

 

<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 

令和２年度も継続して実施予定 平成１１年度 3,549 千円・4,549 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元より、市場ニーズの把握から商品企画、販売までのいわゆるブ

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ことから、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 

 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 20 回 ・利用負担金 専門家謝金の 1/2 

(2)グループカウンセリング 

 具体的なブランディング立案やそれに基づく商品開発の段階には至ってはいないが、これま 

でのプロダクトアウトに代わって、マーケットインの視点で商品開発に取り組もうとする企業に対 

し、グループ単位で、全国規模の市場動向に詳しい専門家による、既存商品の評価指導やブラン 

ディングの基本的な考え方の指導を行う。 

・実施回数 延べ 12 回 

3 事業主体 デザインセンターふくい（公益財団法人ふくい産業支援センター） 

<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 

令和２年度も継続して実施予定 平成１０年度 1,851千円・2,259 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 産地新ブランド創出・流通サポート事業 

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 

伝統工芸等の課題である販売力強化に向け、首都圏等の小売店やバイヤーと連携し、丹南の伝統工芸５産地や繊維、眼鏡等の県内ものづ

くり企業に対し、新ブランドの創出、新商品開発に加え、流通経路の確保まで含めた総合的な支援を行うことにより販路拡大につなげる。 

 

2 事業内容 

 (1)県内企業の新ブランド創出・新商品開発・流通への支援 

①産地企業の新ブランド創出、新商品開発 

   ・自社ブランドの確立、新商品開発を目指す県内企業を公募 

・外部のノウハウを取り入れつつ、デザインセンターふくいが商品企画、デザイン等 

を指導（月 1 回 計 6 回） 

②販路開拓 

・首都圏等の小売店における商品取扱  

・主要百貨店やバイヤーが参加する商談会への出展支援 

 (2)産業観光の推進 

・丹南地域の伝統工芸５産地の事業者が、新ブランドの創出による収益改善から直営店の開業につなげるよう支援。 

・各産地の直営店や産地組合、ふくいものづくりキャンパスが連携することにより産業観光の核として機能。 

 

3 事業主体 

 デザインセンターふくい（公益財団法人ふくい産業支援センター） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度から内容変更予定 平成３０年度 3,911 千円・7,822千円 

   

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 

 （例：大人のマルシェ：伝統工芸品を活用したイベント） 

・伝統工芸を活かしたワークショップ等の企画 

 （例：クラフトマルシェ：伝統工芸の職人等のワークショップ） 

・講習会・基礎講座等の実施 

  （例：デザイン基礎講座：一般の方向けのデザイン活用体験） 

 

3 事業主体 

デザインセンターふくい（公益財団法人ふくい産業支援センター） 

  

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２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の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 

令和２年度も継続して実施予定 平成２９年度 849 千円 

   

滋賀県 
機関名 滋賀県工業技術総合センター 

部署名 食品・プロダクトデザイン係 

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 

 陶器の装飾に利用する、原型を３Ｄプリンタで試作した。 

 

 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

https://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 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成２３年度 ４，０５３千円 

 3D プリンタによる試作 
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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の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 

令和２年度も継続して実施予定 平成２９年度 849 千円 

   

滋賀県 
機関名 滋賀県工業技術総合センター 

部署名 食品・プロダクトデザイン係 

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 

 陶器の装飾に利用する、原型を３Ｄプリンタで試作した。 

 

 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

https://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 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成２３年度 ４，０５３千円 

 3D プリンタによる試作 

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。 

【信楽焼坪庭製品の開発研究】  

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、信楽陶器製

の飛び石、各種鉢、水琴窟、灯篭、タイル等を開発している。 

 

 

 

 

 
 
＜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 

令和２年度も継続して実施予定 平成２０年度 ３，９９４千円 

   

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 京ものアート市場開拓支援事業 

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） 

１ 事業概要 

 パリ市と共同で，両市の職人やアーティストが相互に交流し，アート市場を志向した新たな作品の創作等を支援するプロジェクト「京ものア

ート市場開拓支援事業」と伝統産業をはじめとするものづくり分野において，素材・技術の国内・海外新市場開拓を目指す京都府内の中小企

業をオール京都で支援する「マテリアルビジネス販路開拓支援事業」を実施。 

 

２ 事業内容 

（１）京ものアート市場開拓支援事業 ： 平成３０年のパリ市との友情盟約６０周年を契機に，パリ市との連携を一層深めながら，本市の文化施

策とも融合し，アート市場での販路拡大を目指す「京ものアート市場開拓支援事業」を実施している。 

本市及びパリ市で選抜された職人・アーティスト２０人がパリ市及び京都市でのマッチング及びワークショップを行った。平成３０年度は，パ

リの国際見本市「メゾン・エ・オブジェ」に出展するとともに，パリ市内のアトリエ「アトリエ・ブランマント」，京都・東京の髙島屋の美術工芸サロ

ンに於いて，巡回展を行った。 今年度については，出展の場をロンドンのアートフェア「コレクト」に変更して実施予定。 

（２）マテリアルビジネス販路開拓支援事業 ： これまで京都商工会議所と連携して進めてきた染織生地や竹材等の京都の伝統技術を用い

た素材の販路開拓については，平成３０年度から新たに府とも連携し，マテリアルビジネス販路開拓支援事業「KYOTO EFFECT」として，国内は

東京インターナショナル・ギフト・ショーに、海外はパリの国際見本市「メゾン・エ・オブジェ」に出展し、市・府・会議所のオール京都で支援してい

る。今年度も同内容で継続。 

 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

京ものアート市場開拓支援事業 https://www.kyoto-paris.art/ 

マテリアルビジネス販路開拓支援事業 http://www.kyo.or.jp/lyptp-connection/effect/ 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成３０年度 
令和２年度（予定） 

22,220千円 

135

近
畿
経
済
産
業
局



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 

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３０年度受講者 延べ２０１名】 

（１） デザイン高度化研修 

①デジタルトランスフォーメーション時代のサービスデザイン 

②心の奥底にある「ものがたり」を引き出すアプローチ コンテクストデザインとは 

（２） デザイン技法研修 

①不便は手間だが役に立つ！ 「不便益」を引き出す逆転の発想法 

②ワークショップで学ぶ、UXデザインの基礎とノウハウ 

BtoB 企業における UX デザインの実践 

（３） 特別セミナー 

 フォーラム「直感と論理をつなぐ思考法 VISION DRIVEN 

妄想を価値あるアイデアにつなげる力」 

＜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/2019college.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 昭和６２年度 ８４４千円 

   

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「ビジネスマッチング

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 41回勉強会「こども OS」を活用した安全・安心かつ、遊びゴコロのある製品開発（18/10/9）参加者 22名  

○ ORIST 技術交流セミナーBMB 第 42 回勉強会「自社製品（技術）を守り，市場優位性（市場競争力）を確保するための知財活用」

（18/11/16）参加者 10名 

○ ORIST 技術交流セミナーBMB第 43回勉強会「AI 活用「成功」の方程式 〜AI×ビジネス活用の勘所〜」（19/1/17）参加者 142名 

○ ORIST技術交流セミナーBMB第44回勉強会「価値は意味から、意味は関係性から生まれる「第３回 構想設計革新イニシアティブシンポ

ジウム」（19/2/2）参加者 15 名 

○ BMB マッチング件数：7 件（2019-3/31 時点・合計 96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。カードを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 

○ 武蔵野美術大学デザイン・ラウンジ【主催：キッズデザイン協議会】（18/10/31）27 名 

○ ナレッジキャピタルワークショップフェス 2018AUTUMN（18/11/17-18）120 名 

○ 静岡県ユニバーサルデザイン・工芸研究会（18/12/12）18 名 
https://bmb.oidc.jp/  https://pds.oidc.jp  http://www.kidsdesign.jp/cat31/20171103_15.html  

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 昭和６２年度 １,１７3 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 

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３０年度受講者 延べ２０１名】 

（１） デザイン高度化研修 

①デジタルトランスフォーメーション時代のサービスデザイン 

②心の奥底にある「ものがたり」を引き出すアプローチ コンテクストデザインとは 

（２） デザイン技法研修 

①不便は手間だが役に立つ！ 「不便益」を引き出す逆転の発想法 

②ワークショップで学ぶ、UXデザインの基礎とノウハウ 

BtoB 企業における UX デザインの実践 

（３） 特別セミナー 

 フォーラム「直感と論理をつなぐ思考法 VISION DRIVEN 

妄想を価値あるアイデアにつなげる力」 

＜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/2019college.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 昭和６２年度 ８４４千円 

   

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「ビジネスマッチング

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 41回勉強会「こども OS」を活用した安全・安心かつ、遊びゴコロのある製品開発（18/10/9）参加者 22名  

○ ORIST 技術交流セミナーBMB 第 42 回勉強会「自社製品（技術）を守り，市場優位性（市場競争力）を確保するための知財活用」

（18/11/16）参加者 10名 

○ ORIST 技術交流セミナーBMB第 43回勉強会「AI 活用「成功」の方程式 〜AI×ビジネス活用の勘所〜」（19/1/17）参加者 142名 

○ ORIST技術交流セミナーBMB第44回勉強会「価値は意味から、意味は関係性から生まれる「第３回 構想設計革新イニシアティブシンポ

ジウム」（19/2/2）参加者 15 名 

○ BMB マッチング件数：7 件（2019-3/31 時点・合計 96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。カードを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 

○ 武蔵野美術大学デザイン・ラウンジ【主催：キッズデザイン協議会】（18/10/31）27 名 

○ ナレッジキャピタルワークショップフェス 2018AUTUMN（18/11/17-18）120 名 

○ 静岡県ユニバーサルデザイン・工芸研究会（18/12/12）18 名 
https://bmb.oidc.jp/  https://pds.oidc.jp  http://www.kidsdesign.jp/cat31/20171103_15.html  

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 昭和６２年度 １,１７3 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 デザイン総合相談、指導・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） 

○ 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（45件）、出張（178件）、メール･ＨＰ（66件）、電話･ＦＡＸ（51件）、マイドームおおさか（123件） 【令和元年度 11月 1日時点】 

・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。 

                              
 

H２８年度 H２９年度 H３０年度 R 元年度 

相 談 実 績 
（一般相談・指導件数） 

７９４件 ８２９件 ７９３件 ４６３件 
 

 

         
注）R 元年度については、11月 1日時点の件数 

○ 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 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 昭和６２年度 9,353 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 事業構想デザインー未来思考事業創生プロジェクト 

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） 

現在、日本や先進国では、大量生産型の価格競争を避け、中量・少量生産の高機能、高品質、ハイデザインの商品を創出することが、企業に 

とって不可欠となっている。他に例のない、独創性が必要である。そのためには、従来の企業経営、マーケット分析に基づく事業マネジメン 

ト手法だけでなく、消費者の潜在的なニーズを掘り起こし、それをハイレベルでカタチに表わす発想力、造形力が必要である。事業構想デザ 

インを担える人材の育成として、想定した社会課題の解決手段を 10 年先から考察するデザインシンキングワークショップである「未来思考 

事業創生プロジェクト」を行った。平成 31年度は経営デザインプロデューサー育成講座の一環として実施。 

・平成 30年度 

実施時期  10 月 27 日（土）～3月 30 日（土） 

実施場所  マイドームおおさか、ＯＤＣ船場会議室ほか 

参加者   企業後継者、企画開発者、デザイナー など１１名 

参加費   １０万円  

コーディネーター きづきデザインラボ代表 竹綱章浩氏（ＪＩＤＡ関西ブロック長） 

・月 2 回ペースで、毎週土曜日、計 12 回、5 か月余り開催した。 

・1 回あたり 4時間で、前半講義、後半ＰＢＬとし実践力を高めた。 

・外部講師として、次の 4名の企業家の生の経験談を語ってもらい、外部からの聴講募集も行った。 

①マイクロ波化学（株）社長 吉野 巌氏 ②（株）ロゴスコーポレーション社長 柴田茂樹氏 

③（株）ルカコ社長 仙田 忍氏      ④（株）エンジニア社長 高崎充弘氏  

・令和元年度 

  実施時期  11月 8 日（金）インクルーシブデザインのセミナー 11 月 22日（金）ポストイットを活用したワークショップを開催 

＜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/2018/0920140707.html 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和元年度も継続して実施。 
次年度については実施方法を検討 

平成３０年度 2,000 千円（31 年度） 
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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） 

企業の商品企画・販売促進担当者を対象に、商品パッケージづくりに関する基礎知識から効果的に展開できる企画手法、デザインに取り組 
む留意点などをグループワークショップも交え、体感的に修得する講座を開催した。 
 
 ・平成 30 年度 

時期  2018年 4 月 18 日（水) ～6月 6 日（水）16：00～19：00 全 7 回 
場所  ODC SEMBA 会議室 
講師  三河内英樹、坂元雄二、大崎淳治、奥田利枝子、大力千津子、 
    竹内美江、北中正紀、松尾政明 各氏  
テーマ 商品の 3要素「中身・パッケージ・価格」のバランス 他。   
参加料 60,000円 賛助会員 50,000 円（税込） ／ 参加者 16 名 

  
・令和元年度 
  時期  2019 年 4月 17 日（水）～6 月 6日（水）16：00～19：00 全７回 
  場所  ODC SEMBA 会議室 
  講師  三河内英樹、坂元雄二、大崎淳治、山崎晴司、細川華世、中村拓哉、大力千津子、横川三希子、三原美奈子、松尾政明 
  テーマ お店でコミュニケーションのとれるパッケージを。 
  参加料 60,000 円 賛助会員 50,000 円（税込） ／ 参加者 16名 
 ※令和元年度は上記の上期に加えて、下期 10月 16（水）～11月 27日（水）16：00～19：00 全７回も同様の内容で実施。 
 
＜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/2019/0719110000.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 28年度 1,000 千円（31 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 企画事業部 

電話連絡先 06-6615-5571 

事業名 デザインシンポジウムー知財セミナーー 

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） 

従来、市民やビジネスマン、特に企業経営者層に、デザインの力、デザインの価値を理解してもらうための啓発シンポジウムを開催してきた 

が、2018 年度は、デザイン実務家に関心が高い、「知的財産」に関して大阪工業大学知的財産学部及び特許庁意匠課との連携によって、セ 

ミナーとパネルディスカッションを実施し、関西企業のデザインの取組とデザイン保護の状況を紹介した。2019 年度は経営デザインプロデュ

ーサー育成講座の一環として実施。 

・平成 30年度 テーマ：プロダクトデザインと知的財産戦略―デザインの活用と期待する効果― 

日時  2018年 7 月 27 日（金）14：00～16：30 

場所  大阪工業大学梅田キャンパス ＯＩＴ梅田タワーセミナー室 

講師・コーディネーター  山田 繁和 氏／大阪工業大学 大学院知的財産研究科 教授 

パネリスト  柴田茂樹 氏／株式会社ロゴスコーポレーション 代表取締役   

齊藤浩二 氏／株式会社アシックス 知的財産部 部長 

          飯田吉秋 氏／有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所代表 

参加者 45 名 ／ 参加費 一般 3,000円、賛助会員 2,000円 

・令和元年度 テーマ：攻めと守りのブランディングー知的財産の違いを理解し味方につけるー 

   日時  令和元年 12月 13日（金）、令和 2年 1月 15 日（水）、1月 29 日（金）14：00～16：30 全３回 

   場所  第１回：京都経済センター6F 第２回、３回：大阪産業創造館 6F 

講師  山田 繁和 氏／大阪工業大学 大学院知的財産研究科 教授 

       田中康資氏/経済産業省近畿経済産業局知的財産室 工業所有権活用専門官 

       野村慎一氏/特許業務法人藤本パートナーズ 弁理士 、 山田威一郎氏/レクシア特許法律事務所 弁護士・弁理士 

       川島泰介氏/独立行政法人工業所有権情報・研修館近畿統括本部 統括知財戦略エキスパート 

参加（予定）者 各回 50名 ／ 参加費 無料 

＜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/2019/0726103333.html 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度の実施については未定 平成３０年度 400 千円（31 年度） 
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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） 

企業の商品企画・販売促進担当者を対象に、商品パッケージづくりに関する基礎知識から効果的に展開できる企画手法、デザインに取り組 
む留意点などをグループワークショップも交え、体感的に修得する講座を開催した。 
 
 ・平成 30 年度 

時期  2018年 4 月 18 日（水) ～6月 6 日（水）16：00～19：00 全 7 回 
場所  ODC SEMBA 会議室 
講師  三河内英樹、坂元雄二、大崎淳治、奥田利枝子、大力千津子、 
    竹内美江、北中正紀、松尾政明 各氏  
テーマ 商品の 3要素「中身・パッケージ・価格」のバランス 他。   
参加料 60,000円 賛助会員 50,000 円（税込） ／ 参加者 16 名 

  
・令和元年度 
  時期  2019 年 4月 17 日（水）～6 月 6日（水）16：00～19：00 全７回 
  場所  ODC SEMBA 会議室 
  講師  三河内英樹、坂元雄二、大崎淳治、山崎晴司、細川華世、中村拓哉、大力千津子、横川三希子、三原美奈子、松尾政明 
  テーマ お店でコミュニケーションのとれるパッケージを。 
  参加料 60,000 円 賛助会員 50,000 円（税込） ／ 参加者 16名 
 ※令和元年度は上記の上期に加えて、下期 10月 16（水）～11月 27日（水）16：00～19：00 全７回も同様の内容で実施。 
 
＜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/2019/0719110000.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 28年度 1,000 千円（31 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 企画事業部 

電話連絡先 06-6615-5571 

事業名 デザインシンポジウムー知財セミナーー 

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） 

従来、市民やビジネスマン、特に企業経営者層に、デザインの力、デザインの価値を理解してもらうための啓発シンポジウムを開催してきた 

が、2018 年度は、デザイン実務家に関心が高い、「知的財産」に関して大阪工業大学知的財産学部及び特許庁意匠課との連携によって、セ 

ミナーとパネルディスカッションを実施し、関西企業のデザインの取組とデザイン保護の状況を紹介した。2019 年度は経営デザインプロデュ

ーサー育成講座の一環として実施。 

・平成 30年度 テーマ：プロダクトデザインと知的財産戦略―デザインの活用と期待する効果― 

日時  2018年 7 月 27 日（金）14：00～16：30 

場所  大阪工業大学梅田キャンパス ＯＩＴ梅田タワーセミナー室 

講師・コーディネーター  山田 繁和 氏／大阪工業大学 大学院知的財産研究科 教授 

パネリスト  柴田茂樹 氏／株式会社ロゴスコーポレーション 代表取締役   

齊藤浩二 氏／株式会社アシックス 知的財産部 部長 

          飯田吉秋 氏／有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所代表 

参加者 45 名 ／ 参加費 一般 3,000円、賛助会員 2,000円 

・令和元年度 テーマ：攻めと守りのブランディングー知的財産の違いを理解し味方につけるー 

   日時  令和元年 12月 13日（金）、令和 2年 1月 15 日（水）、1月 29 日（金）14：00～16：30 全３回 

   場所  第１回：京都経済センター6F 第２回、３回：大阪産業創造館 6F 

講師  山田 繁和 氏／大阪工業大学 大学院知的財産研究科 教授 

       田中康資氏/経済産業省近畿経済産業局知的財産室 工業所有権活用専門官 

       野村慎一氏/特許業務法人藤本パートナーズ 弁理士 、 山田威一郎氏/レクシア特許法律事務所 弁護士・弁理士 

       川島泰介氏/独立行政法人工業所有権情報・研修館近畿統括本部 統括知財戦略エキスパート 

参加（予定）者 各回 50名 ／ 参加費 無料 

＜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/2019/0726103333.html 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度の実施については未定 平成３０年度 400 千円（31 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 企画事業部 

電話連絡先 06-6615-5571 

事業名 デザインを活かした小学生の創造性を育む教育プロジェクト 

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） 

プロのデザイナーとともに、子どもたちが身近な環境や現象に対して「なぜ？」という疑問を持ち、自ら観察するなどの創造的な作業を行 

い、最後に「わかった」という結果にたどり着くまでの科学的な思考プロセスと豊かな発想力を育むことを目的とする授業カリキュラム作 

りに取り組んだ。平成 29 年度は、大阪市立丸山小学校（阿倍野区）及び大阪市立大空小学校（住吉区）で実施したのに続き、平成 30年度は 

丸山小学校で継続してモデル授業を実施した。令和元年度は、事業についての事例報告会を公開講座として実施し、取組内容を紹介した。 

 

・平成 30年度 ※各クラス２時限ずつ順次実施 

【１年生 ２クラス（３７名、３７名）】 ①１１月２１日（水）・②１１月２８日（水）（第２回） 

29 年度に引き続き「○△□であそぼう ○△□でつくろう～○△□美術館へようこそ～」と題し、身の回りにあ

るものを○△□に分類することで気づきを与え、立体・平面造形をすることで豊かな発想力を育んだ。 

【５年生 ３クラス（３０名、２９名、２９名）】 ③１０月１２日（金）・④１０月１９日（金） 

新たに「生き物は、なぜ、空を飛ぶのか？ ～植物・昆虫・鳥から学ぶ～」とテーマを設定し、自然界で空飛ぶ生き物に着目し、その理由を問い

ながら、最終的に子どもたちが自ら「飛行」する模型を製作させた。生態系にも着目しつつ、主に「飛ぶ」仕組みについて、実験を通して理解

をさせた。   
・令和元年度：これまで実施してきた事業についての事例報告会を令和元年８月２９日（木）大阪市立中央図書館にて実施。参加 91 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/training/kidsdesign.html 
 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度の実施については未定 平成２９年度 2,500 千円（31 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） 

中小企業のデザイン導入・活用に関するあらゆる相談や情報提供、さらには要望に応じたデザイン事務所の紹介や個別カウンセリングを

行うなど、中小企業とデザイナーとのビジネスマッチングに努めた。ホームページでの情報発信やマッチング事例集配布、「大阪勧業展」へ

の出展に加えて、「マイドームビジネスフェスタ」に出展するなど積極的な広報を行った。相談案件数 3,571 件、デザイナー紹介における成約

率も 49.6％とほぼ前年と横ばいであった。 令和元年度も同様に実施している。 

 

平成 30年度実績 

① デザイン一般相談・利用 ： 一般相談・利用件数 3,571件  (前年度は 3,509) 

② デザイナー・デザイン事務所の紹介 ： 依頼件数 117社  (前年度は 114) ／ 紹介件数 127 社  (前年度は 122) 

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 

： DPC専任コーディネーター(ODC職員)対応 115 件／専門プロデューサー対応 12件、合計件数＝127件（前年度は 102） 

④ 展示会出展・工場見学会等  

・日本デザイン学会春季研究発表大会展示 PR 大阪工業大学 梅田キャンパス 1 階 平成 30年 6 月 23日・24 日（2 日間） 

・「LIVING＆DESIGN」ATCホール 平成 30年 10月 10 日～12日（3 日間）ODC ブース内出展企業 5社 

・「大阪勧業展」マイドームおおさか 平成 30 年 10月 17 日・18 日（2日間） 中小企業のためのデザインセミナー「デザイナーと初めて 

のデザイン開発」平成 30 年 10月 18 日 受講者数 20名 講師：釜田 聡  

・「マイドームビジネスフェスタ 2018」マイドームおおさか 平成 30年 11 月 28日・29日／来場者数 4,452 名／ブース来場者数 130 名 

 ・「工場見学会」㈱インターナショナルシューズ 平成 30 年 8月 3日 参加者数 19 名 場所＝大阪市浪速区 

  ・「工場見学会」大阪製罐㈱ 平成 31 年 2月 7 日 参加者数 15 名 場所＝東大阪市 

＜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/adviser.html 
 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２年度 200 千円（31 年度） 
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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 経営デザインプロデューサー育成講座事業 

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×SDGsを経営戦略に活用できるネクストリーダーを育成する』 

「デザインとＳＤＧｓを自社に引き寄せ、企業活動を通して社会貢献する」を目指すべき一つのゴールとして掲げ
て、その実現のため、経営の意思決定に、先鋭かつ柔軟なイノベーターたるデザイナー（的な資質）が必要であ
ると考えます。このゴールに向かうアプローチとして、5 つのカテゴリーからなる「経営デザインプロデューサー

育成講座」を実施し、次なるフェイズの経営を担うリーダーを育成します。 
①デジタル技術とデザイン デジタル技術が魅せる未来 ～デジタル・トランスフォーメーションによる価値創造～ 

先端テクノロジーの現場で課題解決。 ＜9/6（金）、9/25（水）２回講座＞ 

②美的感性と美的表現技法の修得 ビジネスに生かす美的感性 ～共感を育む 価値を高める～ 
美が導く感性のソリューション。 ＜10/25（金）、11/26（火）、12/17（火）、1/21（火）４回講座＞ 

③知的財産の権利保護方法 攻めと守りのブランディング ～知的財産権の違いを理解し味方につける～ 

知財ミックスの事例・戦略をアップデート。 ＜12/13（金）、1/15（水）、1/29（水）３回講座＞ 
④プロジェクトの構想力 話せば、燃える。TAKIGI Talk Live ～最旬クリエイターの発想に学ぶ～ 

事業を動かすパッション＆グリットのリアルに触れる。 ＜9/26（木）、10/24（木）、11/28（木）、12/19（木）４回講座＞ 

⑤デザインシンキングと価値創造 「未来×デザイン」思考プロジェクト ～未来の社会・生活をデザインする～ 
SDGｓはこうビジネス化できる～視点獲得から実践まで。 ＜11/8（金）、11/22（金）＞ 

＜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/seminar.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度の実施については未定 令和元年度 2,000千円（31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 サロン交流事業「SEMBAサロンの開催」 

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） 

デザイン関係者、ものづくり企業等幅広い方々が気楽に集まって交流をはかり、情報発信できる場をもつため、当財団所有の船場会議室を 
不定期で金曜日の夜に開放して、デザイントークと交流の場である「SEMBAサロン」を開催している。 
・平成 30年度 全１１回開催  平均 13名の参加 

第 88 回「タイで感じるデザイン」 ： Ｔｏｃｏｔｏｎ代表 角元 良 
第 89 回「オメデタイ人になるための「祝う力トレーニング」」 ： ㈱テンネット 宇野 由紀子 
第 91回「タイル（その変遷と意匠材・機能材としての新たな価値の創造）」 ： ㈱ＬＩＸＩＬ 道見 雄哉 

第 92 回「驚くほど簡単にロボットを作れる画期的な超高機能モーター」開発秘話 ： ㈱Keigan 徳田 貴司 
第 93 回「3D CAD 超入門講座」 ： 水鳥 六郎 
第 94 回「デザイン思考によるアイデアの創造法」 ： the authentic design 久保 貴史 

第 95 回「デザインシンキングの循環図を語りあおう」 ： ＯＤＣ 吉原 康文 
第 96 回「芸術家が企業の中ですべきこと」 ： ㈱ロフトワーク 小島 和人 
第 97 回「女性デザイナーが語る！見せる空間デザイン＆ポールダンスセラピー」 ： 大森 あき子 

第 98 回「「独り分身」で考えるブランドデザインの仕事」 ： 賀川グラフィックデザイン事務所 賀川 剣史 
第 99 回「BtoB 企業のセールスプロモーションを変える」 ： 大伸社 福井 大樹 、 奥 耕平 
・平成 31 年度 ７回開催中  平均 19名の参加 

第 100 回「進化する万博デザイン。過去から未来へ！」 ： 二神 敦 、 大森 あき子 
第 101回「変わりたい心を形にするリノベーション-建築デザイナーは何を悩むか-」 ： 一級建築士事務所アトリエ・ドゥ・フクダ 福田 由利 
第 102 回「新時代に入った３次元デザインと設計」 ： キュウプロダクツ 岡村 修一 

第 103 回「デコレーションパネル、シートによる「新しい空間デザイン」 ： ㈱アサヒペン 平岡 佐和子 
第 104 回「経営をデザインする～経営デザインシート～」  

      ： 内閣府知的財産戦略推進事務局 参事官補佐 萩原 勉 

第 105 回「芸術活動が財産に。芸術から学び起業したユニークビジネスキャリア」 
      ： 金崎 亮太 氏（株式会社アートマネジメント 代表取締役／電子音響音楽家） 

第 106回「アメリカにおけるジェントリフィケーション」  ： 山納 洋（大阪ガス㈱近畿圏部都市魅力研究室長） 
＜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/semba-salon.html                                           

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２６年度 150千円（31年度） 

第 104 回 37 名参加 
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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 経営デザインプロデューサー育成講座事業 

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×SDGsを経営戦略に活用できるネクストリーダーを育成する』 

「デザインとＳＤＧｓを自社に引き寄せ、企業活動を通して社会貢献する」を目指すべき一つのゴールとして掲げ
て、その実現のため、経営の意思決定に、先鋭かつ柔軟なイノベーターたるデザイナー（的な資質）が必要であ
ると考えます。このゴールに向かうアプローチとして、5 つのカテゴリーからなる「経営デザインプロデューサー

育成講座」を実施し、次なるフェイズの経営を担うリーダーを育成します。 
①デジタル技術とデザイン デジタル技術が魅せる未来 ～デジタル・トランスフォーメーションによる価値創造～ 

先端テクノロジーの現場で課題解決。 ＜9/6（金）、9/25（水）２回講座＞ 

②美的感性と美的表現技法の修得 ビジネスに生かす美的感性 ～共感を育む 価値を高める～ 
美が導く感性のソリューション。 ＜10/25（金）、11/26（火）、12/17（火）、1/21（火）４回講座＞ 

③知的財産の権利保護方法 攻めと守りのブランディング ～知的財産権の違いを理解し味方につける～ 

知財ミックスの事例・戦略をアップデート。 ＜12/13（金）、1/15（水）、1/29（水）３回講座＞ 
④プロジェクトの構想力 話せば、燃える。TAKIGI Talk Live ～最旬クリエイターの発想に学ぶ～ 

事業を動かすパッション＆グリットのリアルに触れる。 ＜9/26（木）、10/24（木）、11/28（木）、12/19（木）４回講座＞ 

⑤デザインシンキングと価値創造 「未来×デザイン」思考プロジェクト ～未来の社会・生活をデザインする～ 
SDGｓはこうビジネス化できる～視点獲得から実践まで。 ＜11/8（金）、11/22（金）＞ 

＜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/seminar.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度の実施については未定 令和元年度 2,000 千円（31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 サロン交流事業「SEMBAサロンの開催」 

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） 

デザイン関係者、ものづくり企業等幅広い方々が気楽に集まって交流をはかり、情報発信できる場をもつため、当財団所有の船場会議室を 
不定期で金曜日の夜に開放して、デザイントークと交流の場である「SEMBAサロン」を開催している。 
・平成 30年度 全１１回開催  平均 13名の参加 

第 88 回「タイで感じるデザイン」 ： Ｔｏｃｏｔｏｎ代表 角元 良 
第 89 回「オメデタイ人になるための「祝う力トレーニング」」 ： ㈱テンネット 宇野 由紀子 
第 91回「タイル（その変遷と意匠材・機能材としての新たな価値の創造）」 ： ㈱ＬＩＸＩＬ 道見 雄哉 

第 92 回「驚くほど簡単にロボットを作れる画期的な超高機能モーター」開発秘話 ： ㈱Keigan 徳田 貴司 
第 93 回「3D CAD 超入門講座」 ： 水鳥 六郎 
第 94 回「デザイン思考によるアイデアの創造法」 ： the authentic design 久保 貴史 

第 95 回「デザインシンキングの循環図を語りあおう」 ： ＯＤＣ 吉原 康文 
第 96 回「芸術家が企業の中ですべきこと」 ： ㈱ロフトワーク 小島 和人 
第 97 回「女性デザイナーが語る！見せる空間デザイン＆ポールダンスセラピー」 ： 大森 あき子 

第 98 回「「独り分身」で考えるブランドデザインの仕事」 ： 賀川グラフィックデザイン事務所 賀川 剣史 
第 99 回「BtoB 企業のセールスプロモーションを変える」 ： 大伸社 福井 大樹 、 奥 耕平 
・平成 31 年度 ７回開催中  平均 19名の参加 

第 100 回「進化する万博デザイン。過去から未来へ！」 ： 二神 敦 、 大森 あき子 
第 101回「変わりたい心を形にするリノベーション-建築デザイナーは何を悩むか-」 ： 一級建築士事務所アトリエ・ドゥ・フクダ 福田 由利 
第 102 回「新時代に入った３次元デザインと設計」 ： キュウプロダクツ 岡村 修一 

第 103 回「デコレーションパネル、シートによる「新しい空間デザイン」 ： ㈱アサヒペン 平岡 佐和子 
第 104 回「経営をデザインする～経営デザインシート～」  

      ： 内閣府知的財産戦略推進事務局 参事官補佐 萩原 勉 

第 105 回「芸術活動が財産に。芸術から学び起業したユニークビジネスキャリア」 
      ： 金崎 亮太 氏（株式会社アートマネジメント 代表取締役／電子音響音楽家） 

第 106回「アメリカにおけるジェントリフィケーション」  ： 山納 洋（大阪ガス㈱近畿圏部都市魅力研究室長） 

＜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/semba-salon.html                                           

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２６年度 150千円（31年度） 

第 104 回 37 名参加 

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 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 8 年度 
195,687 千円 

※本市負担分 

   

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 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 15 年度 94,209千円 
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大阪府 
機関名 八尾市 

部署名 経済環境部産業政策課 

電話連絡先 072-924-3845 

事業名 デザインイノベーション推進事業「YAOYA PROJECT」 

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） 

八尾市内に所在する事業所の持つ卓越された技術や魅力的な素材について、アドバイザー等によるブラッシュアップ支援を行い、広く発

信することで、地域内外から有能なデザイナー、クリエイター等とのつながりを作り、そのマッチング支援により、デザインイノベーションを

創出する。 

 

【プロジェクトステートメント】 

YAOYA PROJECT（ヤオヤプロジェクト）は、八尾のものづくりの舞台を世界へ広げるためのプロジェクト。 

YAOYA は、幅広く多くのものを生産できる八尾の製造業を “八百屋” に見立てた言葉。また商工農と揃った八尾の土地や、”八尾” の名前

そのものも意味するほか、「日本人の生活を身近なところで支えてきた八尾のものづくり」の心を表す。 

これまで下請け事業者としてあらゆる種類の生活雑貨や工業用品を生み出し、日本のものづくりの “裏側” を支えてきた八尾市のもの

づくり企業 8 社が、ついに自らの看板とプロダクトを掲げ、世界の表舞台へ挑む。 

【今年度の予定】 

9 月 デザイン経営勉強会 ／ 10月 クリエイターマッチング 

11 月 台湾リサーチ ／ 2 月 台湾市場での展示会 

３月 京都にて成果報告会＆クラウドファンディング開始 

 

AWRD HP： https://awrd.com/award/yaoya-project  

YAOYA PROJECT 参画企業： https://note.mu/yaoya_project/n/ne682b648ed8c 
 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 令和元年度 10,000千円 

   

大阪府 
機関名 八尾市 

部署名 経済環境部産業政策課 

電話連絡先 072-924-3845 

事業名 アウトドアソン 

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） 

 

「アウトドアソン」とは、「アウトドア（outdoor）」と新しいアイデアを生み出すために、様々な分野が集まり即席のグループで話し合う手法

「アイデアソン（ideathon）」を掛け合わせた造語。中小企業が集積する八尾市に本社を構える各メーカーと公募で集まったアーティストやクリ

エイター、キャンパー、学生がその場でチームを作り、テーマに沿ってアイデアを可視化し、最終的に製品化をめざすイベントです。 

 

【実績】第１回平成 30年 8月 25 日、第 2 回 6月 14日 

【商品化数】大手アウトドア EC サイト「ナチュラム」と市内ものづくり企業とのダブルネームでの販売。 

４アイテムがＥＣサイトで販売中。現在、5 アイテムが販売準備中。 

 

【今後の予定】 

令和２年 3 月に「touch the outdoor」（大阪ドーム）にて 

展示販売会を実施予定 

 

▼アウトドアソンについて 

https://outdoorthon-in-miserubayao.connpass.com/event/93038/ 

 

 
 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 30年度 ― 
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大阪府 
機関名 八尾市 

部署名 経済環境部産業政策課 

電話連絡先 072-924-3845 

事業名 デザインイノベーション推進事業「YAOYA PROJECT」 

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） 

八尾市内に所在する事業所の持つ卓越された技術や魅力的な素材について、アドバイザー等によるブラッシュアップ支援を行い、広く発

信することで、地域内外から有能なデザイナー、クリエイター等とのつながりを作り、そのマッチング支援により、デザインイノベーションを

創出する。 

 

【プロジェクトステートメント】 

YAOYA PROJECT（ヤオヤプロジェクト）は、八尾のものづくりの舞台を世界へ広げるためのプロジェクト。 

YAOYA は、幅広く多くのものを生産できる八尾の製造業を “八百屋” に見立てた言葉。また商工農と揃った八尾の土地や、”八尾” の名前

そのものも意味するほか、「日本人の生活を身近なところで支えてきた八尾のものづくり」の心を表す。 

これまで下請け事業者としてあらゆる種類の生活雑貨や工業用品を生み出し、日本のものづくりの “裏側” を支えてきた八尾市のもの

づくり企業 8 社が、ついに自らの看板とプロダクトを掲げ、世界の表舞台へ挑む。 

【今年度の予定】 

9 月 デザイン経営勉強会 ／ 10月 クリエイターマッチング 

11 月 台湾リサーチ ／ 2 月 台湾市場での展示会 

３月 京都にて成果報告会＆クラウドファンディング開始 

 

AWRD HP： https://awrd.com/award/yaoya-project  

YAOYA PROJECT 参画企業： https://note.mu/yaoya_project/n/ne682b648ed8c 
 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 令和元年度 10,000千円 

   

大阪府 
機関名 八尾市 

部署名 経済環境部産業政策課 

電話連絡先 072-924-3845 

事業名 アウトドアソン 

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） 

 

「アウトドアソン」とは、「アウトドア（outdoor）」と新しいアイデアを生み出すために、様々な分野が集まり即席のグループで話し合う手法

「アイデアソン（ideathon）」を掛け合わせた造語。中小企業が集積する八尾市に本社を構える各メーカーと公募で集まったアーティストやクリ

エイター、キャンパー、学生がその場でチームを作り、テーマに沿ってアイデアを可視化し、最終的に製品化をめざすイベントです。 

 

【実績】第１回平成 30年 8月 25 日、第 2 回 6月 14日 

【商品化数】大手アウトドア EC サイト「ナチュラム」と市内ものづくり企業とのダブルネームでの販売。 

４アイテムがＥＣサイトで販売中。現在、5 アイテムが販売準備中。 

 

【今後の予定】 

令和２年 3 月に「touch the outdoor」（大阪ドーム）にて 

展示販売会を実施予定 

 

▼アウトドアソンについて 

https://outdoorthon-in-miserubayao.connpass.com/event/93038/ 

 

 
 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 30年度 ― 

  

大阪府 
機関名 東大阪市 

部署名 経済部モノづくり支援室 

電話連絡先 06-4309-3177 

事業名 東大阪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） 

世界的工業デザイナーやクリエイター等と市内企業の交流を促進することにより、デザインの重要性をＰＲするとともに、デザインという資

源を活かした付加価値の高い製品づくりを促進する。 

■国際見本市「LIVING＆DESIGN」へ出展 

 本プロジェクトで誕生した製品を中心に、デザイン性の高い市内企業の製品を出展。 

 ＜令和元年度＞ 

 開催期間：10 月 30 日(水)～11月 1 日(金)  場所：インテックス大阪  

 共同出展企業：7社 

＜平成 30 年度＞ 

 開催期間：10 月 10 日(水)～10月 12 日(金)  場所：大阪南港 ATC ホール 

 共同出展企業：８社 

■デザイナーを講師に迎えた勉強会の開催 

 ＜令和元年度＞ 

  1回開催予定。 

 ＜平成 30 年度＞ 

 開催日： 2月 21 日（木） 

 テーマ：モノづくりの現場『海外市場で活動をはじめた東大阪企業』 

 参加者：市内製造業の代表者、開発担当者等 9 社 

＜参考 URL＞ http://www.techplaza.city.higashiosaka.osaka.jp/higashiosaka/design_project/index.html 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 22年度 2,445 千円 

   

兵庫県 
機関名 神戸市 

部署名 企画調整局産学連携ラボ 

電話連絡先 078-322-6573 

事業名 
「デザイン都市・神戸」の推進① 

+design の浸透 

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。市の事業やサービス、広報をより良

くするため市職員に対してアドバイスを行ったり、研修を行ったりしている。さらに、特定の政策課題を関係者や担当部署の職員とともに深

く掘り下げるワークショップを継続的に実施し、政策立案にも携わっている。 

 

■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、市内の工場や店舗ででた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毎月開催している。 

 

■「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。 

 

 ＜参考 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 

令和２年度も継続して実施予定 平成 19 年度 16,908 千円 
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兵庫県 
機関名 神戸市 

部署名 企画調整局産学連携ラボ 

電話連絡先 078-322-6573 

事業名 
「デザイン都市・神戸」の推進② 

グッドデザイン神戸展の開催 

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） 

■2018 年「GOOD DESIGN AWARD 神戸展」概要 

東京以外では初となる、大規模なグッドデザイン賞展を神戸ファッション美術館にて開催。最新の受賞対象の中でも特に優れた評価を与

えられた「グッドデザイン・ベスト 100」を中心に、時代を超えて愛されてきた「ロングライフデザイン」や兵庫県内の受賞対象を紹介した。

社会の課題に応え、幸せな未来をもたらす「グッドデザイン」の数々を通して、市民に対してデザインのもつ力や活用方法の浸透をはかっ

た。11月 23日から 12月 24 日の会期中に延べ 6000名を超える来館者が訪れた。令和元年度も、継続してグッドデザイン神戸展を開催。 

※グッドデザイン賞とは 

1957 年に創設された「グッドデザイン賞」は、長年にわたり、私たちのライフスタイルと社会の変化に寄り添いながら「よいデザイン」を

選び続けてきた、日本を代表するデザイン賞。 

 ＜おもな関連企画＞ 

 ・グッドデザイン賞審査委員長・副委員長による記念講演会 ・グッドデザイン賞審査委員による模擬審査、トークイベント 

・市内大学生によるギャラリートーク  他 

 ＜参考 URL＞2018年開催概要 https://design.city.kobe.lg.jp/2018/10/gda-kobe/ 

 
■2019年「グッドデザイン神戸展」概要 

 2019年度「グッドデザイン・ベスト 100」の中から特別賞約 30点の展示、審査委員による講演や模擬審査などを行い、これからのまちづくり

や、より良い暮らしを築いていくヒントとなる、最新のグッドデザインの世界にせまった。 

会期 ： 令和元年 11月 22日（金）から 12月 8日（日）まで ／ 会場：デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO） 
次回実施予定 開始年度 補助予算額 

全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 30年度 1,000 千円(平成 30 年度) 

   

兵庫県 
機関名 神戸市 

部署名 企画調整局産学連携ラボ 

電話連絡先 078-322-6573 

事業名 
「デザイン都市・神戸」の推進③ 

ユネスコ創造都市ネットワーク連携・交流事業の推進 

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） 

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認定都市ほか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。 

 

 ・神戸市×リバプール市交流フォーラム ： 「クリエイティブスペースが都市に与えるインパクト」開催（平成 30年 4月） 

・+クリエイティブレクチャー ： フィンランドで見つけた「学びのデザイン」ー子どもから大人までがつくる街の未来－開催（平成 30年 7月） 

・台湾デザインエキスポにて登壇（平成 30年 9 月） 

 ・海外デザイン展「Seoul Design Cloud」にて出展・登壇（平成 30年 9 月） 

 ・シンガポールデザインウィークにて登壇（平成 31年 3 月） 

 ・浜松市との連携企画「ホウキがエレキ？オモシロ楽器をさわってみよう！」の開催（平成 31年 4 月） 

 ・デザイン・クリエイティブセンター神戸と台湾デザインセンターがデザイン分野交流協力のための協定を締結（令和元年 10月） 

 ・海外デザイン展「Wuhan Design Day 2019＆Wuhan Design Biennale」にて出展・登壇（令和元年 11月） 

 

＜参考 URL＞ https://design.city.kobe.lg.jp/about-us/past-activity/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 20年度 5,275 千円 
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兵庫県 
機関名 神戸市 

部署名 企画調整局産学連携ラボ 

電話連絡先 078-322-6573 

事業名 
「デザイン都市・神戸」の推進② 

グッドデザイン神戸展の開催 

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） 

■2018 年「GOOD DESIGN AWARD 神戸展」概要 

東京以外では初となる、大規模なグッドデザイン賞展を神戸ファッション美術館にて開催。最新の受賞対象の中でも特に優れた評価を与

えられた「グッドデザイン・ベスト 100」を中心に、時代を超えて愛されてきた「ロングライフデザイン」や兵庫県内の受賞対象を紹介した。

社会の課題に応え、幸せな未来をもたらす「グッドデザイン」の数々を通して、市民に対してデザインのもつ力や活用方法の浸透をはかっ

た。11月 23日から 12月 24 日の会期中に延べ 6000名を超える来館者が訪れた。令和元年度も、継続してグッドデザイン神戸展を開催。 

※グッドデザイン賞とは 

1957 年に創設された「グッドデザイン賞」は、長年にわたり、私たちのライフスタイルと社会の変化に寄り添いながら「よいデザイン」を

選び続けてきた、日本を代表するデザイン賞。 

 ＜おもな関連企画＞ 

 ・グッドデザイン賞審査委員長・副委員長による記念講演会 ・グッドデザイン賞審査委員による模擬審査、トークイベント 

・市内大学生によるギャラリートーク  他 

 ＜参考 URL＞2018年開催概要 https://design.city.kobe.lg.jp/2018/10/gda-kobe/ 

 
■2019年「グッドデザイン神戸展」概要 

 2019年度「グッドデザイン・ベスト 100」の中から特別賞約 30点の展示、審査委員による講演や模擬審査などを行い、これからのまちづくり

や、より良い暮らしを築いていくヒントとなる、最新のグッドデザインの世界にせまった。 

会期 ： 令和元年 11月 22日（金）から 12月 8日（日）まで ／ 会場：デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO） 
次回実施予定 開始年度 補助予算額 

全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 30年度 1,000 千円(平成 30 年度) 

   

兵庫県 
機関名 神戸市 

部署名 企画調整局産学連携ラボ 

電話連絡先 078-322-6573 

事業名 
「デザイン都市・神戸」の推進③ 

ユネスコ創造都市ネットワーク連携・交流事業の推進 

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） 

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認定都市ほか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。 

 

 ・神戸市×リバプール市交流フォーラム ： 「クリエイティブスペースが都市に与えるインパクト」開催（平成 30年 4月） 

・+クリエイティブレクチャー ： フィンランドで見つけた「学びのデザイン」ー子どもから大人までがつくる街の未来－開催（平成 30年 7月） 

・台湾デザインエキスポにて登壇（平成 30年 9 月） 

 ・海外デザイン展「Seoul Design Cloud」にて出展・登壇（平成 30年 9 月） 

 ・シンガポールデザインウィークにて登壇（平成 31年 3 月） 

 ・浜松市との連携企画「ホウキがエレキ？オモシロ楽器をさわってみよう！」の開催（平成 31年 4 月） 

 ・デザイン・クリエイティブセンター神戸と台湾デザインセンターがデザイン分野交流協力のための協定を締結（令和元年 10月） 

 ・海外デザイン展「Wuhan Design Day 2019＆Wuhan Design Biennale」にて出展・登壇（令和元年 11月） 

 

＜参考 URL＞ https://design.city.kobe.lg.jp/about-us/past-activity/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 20年度 5,275 千円 

兵庫県 
機関名 神戸市 

部署名 企画調整局産学連携ラボ 

電話連絡先 078-322-6573 

事業名 
「デザイン都市・神戸」の推進④ 

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る。市民の創造性を育むイベント、ワークショ

ップ、さまざまなプロジェクトを通じ、クリエイティブな人材の交流と集積を行っている。 

 

■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 

  令和元年度：LIFE IS CREATIVE 展 2019、平成 30年度：ちびっこうべ 2018 

 ・＋クリエイティブゼミ（年 3～4テーマを開催）  他 

 

 ＜参考 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 

令和２年度も継続して実施予定 平成 22年度 123,334 千円 

   

兵庫県 
機関名 神戸市 

部署名 経済観光局経済政策課 

電話連絡先 078-984-0325 

事業名 「デザイン都市・神戸」の推進⑤＜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） 

■ものデザインコラボ LAB（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企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。 

（令和元年度）参加企業数 企画演習フェーズ ６社，開発実践フェーズ ６社 

■経営・デザイン一体化推進事業（平成 30年度～） 

 市内中小製造業を対象に、各社が抱える課題（製品デザイン、展示会における効果的な発信方法、企業ブランディング、人材確保、パンフレ

ットや HP作成等）をクリエイターとのコラボレーションによりデザインの視点を取り入れ解決することを目指す。 

 （令和元年度）参加企業数 １０社, 参加クリエイター１０名 

■中小製造業人材育成研修（平成 30 年度～） 

 企業の中堅層に対してデザイン思考を取り入れ、「企画力・開発力」の向上を促すことにより、新たな発想やアイデアを生み出し事業構想

につなげる力を養成する。 

 （令和元年度）参加企業数 １０社 

■企業とクリエイターの交流事業 CROSS（平成 28 年度～） 

 市内企業等とクリエイターがつながるきっかけを作る交流の場として、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イベントや、デザイン手法を学ぶワークショップ等を実施する。 

 （令和元年度）6 回開催予定 

 

＜参考 URL＞ https://kobecreatorsnote.com/project/ 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 19 年度 
8,000千円 
18,805千円 

©Shunsuke Ito 

  ©Jotaro Sakashita 
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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等の企画・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 

令和２年度も継続して実施予定 昭和６１年度 7,533 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み合わせ、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 

 

 

 産地見学  産地による技術指導  作品制作・披露 

学生が菟田野の毛皮革工

場見学をします。 

 菟田野の技術者が学生に

技術指導を実施します。 

 技術指導をもとに、学生
が作品を制作し、イベント
等で披露します。 

 

 

 

  

商品化 へ 
 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２４年度    ― 

＜デザイン例＞ 

⚫ 野球グローブのデザイン 

⚫ 毛皮を使ったインテリア 

⚫ 和装履物のデザイン など 

デザイン開発事業実施フロー 

デザイン・企画指導 検討 新商品提案 商品化 

斬新デザインの下駄 

現在好評発売中 

企業へデザイナー 

を派遣し、デザイン 

企画・開発指導を 

実施 

デザイナーが企業と 

打合せを重ね、企業 

ニーズを具体化した 

デザインを検討 

デザイナーが完成した 

商品デザインを提案 

コラボ事業実施フロー 
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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等の企画・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 

令和２年度も継続して実施予定 昭和６１年度 7,533 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み合わせ、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 

 

 

 産地見学  産地による技術指導  作品制作・披露 

学生が菟田野の毛皮革工

場見学をします。 

 菟田野の技術者が学生に

技術指導を実施します。 

 技術指導をもとに、学生
が作品を制作し、イベント
等で披露します。 

 

 

 

  

商品化 へ 
 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２４年度    ― 

＜デザイン例＞ 

⚫ 野球グローブのデザイン 

⚫ 毛皮を使ったインテリア 

⚫ 和装履物のデザイン など 

デザイン開発事業実施フロー 

デザイン・企画指導 検討 新商品提案 商品化 

斬新デザインの下駄 

現在好評発売中 

企業へデザイナー 

を派遣し、デザイン 

企画・開発指導を 

実施 

デザイナーが企業と 

打合せを重ね、企業 

ニーズを具体化した 

デザインを検討 

デザイナーが完成した 

商品デザインを提案 

コラボ事業実施フロー 

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

業の取組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。本

事業は、グッドデザイン賞を 2012 年、2013年、2014 年、2018 年と４回受賞。 

＜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 

＝多様な地域、多様な業種の参加による切磋琢磨                   

 

 

 

 

 

 

＜参考 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 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 21 年度 2,667 千円 

   

奈良県 
機関名 奈良市 
部署名 総合政策部 秘書広報課 

電話連絡先 0742-34-4710 

事業名 奈良市東部プロモーションサイト構築事業 

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） 

【事業背景】 

奈良市では、観光消費額をさらに増やす施策の一つとして、観光客が名所等を巡った後に宿泊は他県で行う「通過型観光」から、本市への来

訪者がそのまま食事、さらに宿泊を行う「着地型観光」へと転換する「もう一食、もう一泊」への取組を進めている。 

【事業背景】 

中心市街地の観光客受入・環境整備に加え、市東部に位置する7つの山村地域（田原、大柳生、柳生、狭川、東里、月ヶ瀬、都祁※）を基盤とした

観光資源の開発を進め、平成 28年度から総務省の地方創生推進交付金を活用し、紙面中心の PRを実施。 

平成 30 年度には、東部地域の住民・事業者が主体的に農村地域の資源を生かした宿泊・体験・食事等を提供できるよう、本市と民間事業者

（有限会社オクダ）と協定を結び推進・サポートを行う「さとやま民泊」を開始。 

【事業内容】 

奈良市の東部７地域を一括して紹介し、民泊・宿泊施設等の掲載及び体験型のオーダーメイドツアーの予約が可能なプロモーションサイト「な

らのはるをめざして。」を核とした PR 事業を展開。 

（平成31年 2月に公募型プロポーザルを実施し、(株)アイルを選定。3月末にサイトをオープン。） 

ターゲットとした旅行好きな 30～40 代に視覚的に訴求するため、本市にゆかりのある新進気鋭

の写真家田淵三菜氏を起用し、各名所の写真をサイトのメインビジュアル等に配置。また、Web の

みでなく、ポスターや動画での PR を令和元年度も継続して展開するほか、民泊体験のプレスツ

アー（20人参加）や、市内観光案内所での田淵氏撮影の写真展示、東部の食材を使った料理イベ

ント等、参加者の実体験を伴う PRも実施。 

＜参考 URL＞ https://naranoharu.jp       ※「祁」の字はしめすへんにおおざと 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和2年度以降も継続してプロモーションサイトの運営や各種PR活動を実施予定 平成 30年度 
補助 5,000千円・ 

全体:10,000千円(H30年度) 

③N・A・R・A T・E・I・B・A・N 
（松屋銀座内） 
平成 30年 4月に松屋銀座
に常設出店。 

②TEIBAN 奈良の動詞のデザイン展 
 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生み
出し、進化に繫げる。 
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奈良県 
機関名 奈良市 
部署名 総合政策部 秘書広報課 

電話連絡先 0742-34-4710 

事業名 移住・定住促進に特化したガイドブック「ならりずむ。」の制作 

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】 

奈良市外・奈良県外の移住・定住検討者向けに、「住むまち」としての奈良市を PR するためのガイドブック「ならりずむ。」を制作。これまで子

育て世代にターゲットを合わせ、専用のホームページでの PR を行ってきたが、住環境や就職情報の問合せが非常に多く、転職や U ターンを

考える 20 代後半向けへの施策を展開し、移住者を増やし、地域の次期担い手や市内の特色を生かした事業を展開する創業者の増加につな

げる。 

 

【制作時期】 

令和元年 7 月～令和 2年 2 月（予定） 

 

【特記事項】 

●市公式ホームページのリニューアルも同時期に予定。それに伴い、内容に深みを設けられるホームページ

と連動した内容を取り入れる。紙面の Web ブック化・テキスト化、動画でのインタビュー掲載等、メディアミック

スを展開する。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度以降は各種イベント等で配布、Web での広報周知を実施。 令和元年度 600 千円(R1 年度) 

   

和歌山県 
機関名 和歌山県工業技術センター 

部署名 企画総務部企画調整課 

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：商品開発支援及びサービス向上支援の一助として、県内中小企業当事業者からのデザイン相談に対して客員相談員（県内外

のデザイン専門家や弁理士）が無料でアドバイスを行う事業 

＊客員相談員への報償費や旅費は県が全額支払い、事業者負担は不要 

相談後のデザイン依頼を客員相談員に依頼する場合は、事業者と客員相談員での民間ビジネスとなり官の立場である和歌山県 

工業技術センターはそれ以降介在しないが、要請があれば中立的立場で調整役を行うケースもある 

 

○ 募集方法：年間を通して随時申し込み可能 

＊但し事前に規定の申込書を提出する必要あり（Fax or Mailでも可）  

    Fax:073－477－2880  

Mail:wintec@wakayama-kg.jp 

 

○ 相談場所：事業者の現場等へ客員相談員と和歌山県工業技術センター職員が同行

（和歌山県工業技術センターでも可能） 

 

○ 参  考：相談内容の傾向としては、地域柄フルーツなどの食品パッケージデザイン案件が多い 
 
＜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 

令和 2 年度も継続して実施予定  平成 14年度    11,1 千円 
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奈良県 
機関名 奈良市 
部署名 総合政策部 秘書広報課 

電話連絡先 0742-34-4710 

事業名 移住・定住促進に特化したガイドブック「ならりずむ。」の制作 

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】 

奈良市外・奈良県外の移住・定住検討者向けに、「住むまち」としての奈良市を PR するためのガイドブック「ならりずむ。」を制作。これまで子

育て世代にターゲットを合わせ、専用のホームページでの PR を行ってきたが、住環境や就職情報の問合せが非常に多く、転職や U ターンを

考える 20 代後半向けへの施策を展開し、移住者を増やし、地域の次期担い手や市内の特色を生かした事業を展開する創業者の増加につな

げる。 

 

【制作時期】 

令和元年 7 月～令和 2年 2 月（予定） 

 

【特記事項】 

●市公式ホームページのリニューアルも同時期に予定。それに伴い、内容に深みを設けられるホームページ

と連動した内容を取り入れる。紙面の Web ブック化・テキスト化、動画でのインタビュー掲載等、メディアミック

スを展開する。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度以降は各種イベント等で配布、Web での広報周知を実施。 令和元年度 600 千円(R1 年度) 

   

和歌山県 
機関名 和歌山県工業技術センター 

部署名 企画総務部企画調整課 

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：商品開発支援及びサービス向上支援の一助として、県内中小企業当事業者からのデザイン相談に対して客員相談員（県内外

のデザイン専門家や弁理士）が無料でアドバイスを行う事業 

＊客員相談員への報償費や旅費は県が全額支払い、事業者負担は不要 

相談後のデザイン依頼を客員相談員に依頼する場合は、事業者と客員相談員での民間ビジネスとなり官の立場である和歌山県 

工業技術センターはそれ以降介在しないが、要請があれば中立的立場で調整役を行うケースもある 

 

○ 募集方法：年間を通して随時申し込み可能 

＊但し事前に規定の申込書を提出する必要あり（Fax or Mailでも可）  

    Fax:073－477－2880  

Mail:wintec@wakayama-kg.jp 

 

○ 相談場所：事業者の現場等へ客員相談員と和歌山県工業技術センター職員が同行

（和歌山県工業技術センターでも可能） 

 

○ 参  考：相談内容の傾向としては、地域柄フルーツなどの食品パッケージデザイン案件が多い 
 
＜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 

令和 2 年度も継続して実施予定  平成 14年度    11,1 千円 

 

 

近畿 
経済産業局 

機関名 近畿経済産業局 

部署名 地域経済部 産業技術課 知的財産室 

電話連絡先 06-6966-6016 

事業名 令和元年度「デザインノート」調査研究事業 

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） 

 

平成 29 年度から実施のデザイン関連事業の最終年度として、製品開発や新規サービス創出の過程において生み出されるデザインを整

理・管理するプロセスを検討し、デザインの整理・管理のための新たなツール「デザインノート」をとりまとめる。具体的に行動するためのツー

ルである「デザインノート」は、以下のこれまでに作成した２冊と合わせてデザイン３点セットとして活用し、知的財産を意識したデザインで攻

めの経営ツールの一助となることを図る。 

 

◆平成 29 年度デザイン創出・利活用に関する契約上の論点整理調査事業 

先進的な中小企業においては、「デザイン」を自社の商品・サービスにうまく取り込み顧客創造や市場優位性確保

など成果をあげているが、外部デザイナーと連携するケースでは、生み出した「デザイン」に対する権利の帰属、不

採用デザインの取扱いなどを巡り、トラブルになるケースも散見されている。このようなトラブルを未然に防ぎ、中

小企業・デザイナー双方にとって Win-Win となる関係を構築するためのポイントについて、冊子「デザイナー・中小企

業のためのデザイン契約のポイント（意匠制度によるデザイン保護と活用）」にまとめた。 

＜参考 URL＞ 

https://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/02shiensaku/guide/2017design_houkoku.pdf 

 

◆平成 30 年度デザイン・ドリブン知財ミックス事例調査事業 

 「デザイン」を活かして「イノベーション」を実現するプロセスを明らかにすべく、関西の「デザイン」活用成功企業

へのヒアリングを行い、新製品・新サービスが生み出される過程で、「デザイン」がどのように関わったかを事例収集

し、有識者の協力を得ながら分析し、類型化し、冊子「デザインのチカラ、活かし方‐デザインでイノベーションの扉を

開く！企業事例集」にまとめた。 

＜参考 URL＞

https://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/02shiensaku/guide/2018fy_power_of_design_for_innovation.pdf 
 

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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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として、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 

セミナー等を実施しており、デザイン関係では、おおよそ年１回実施している。 

 

＜過去の開催事例＞ 

 

（平成 29 年度） 

・期 日  平成 30年 3月 17 日（土） 

・会 場  鳥取大学広報センターコミュニティ・デザイン・ラボ（鳥取市） 

・テーマ  「イノベーションをおこすデザイン思考 

（デザイン思考体験ワークショップなど）  

・講 師  ＮＯＳＩＧＮＥＲ代表 太刀川 英輔（たちかわ えいすけ）氏 

・参加者数 30 名 

・主 催  鳥取県 

 

＜参考 URL＞ 

https://www.pref.tottori.lg.jp/219769.htm 
 
  

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和元年度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。 

 

 

 

＜参考 URL＞ 

https://www.pref.tottori.lg.jp/99733.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和元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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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として、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 

セミナー等を実施しており、デザイン関係では、おおよそ年１回実施している。 

 

＜過去の開催事例＞ 

 

（平成 29 年度） 

・期 日  平成 30年 3月 17 日（土） 

・会 場  鳥取大学広報センターコミュニティ・デザイン・ラボ（鳥取市） 

・テーマ  「イノベーションをおこすデザイン思考 

（デザイン思考体験ワークショップなど）  

・講 師  ＮＯＳＩＧＮＥＲ代表 太刀川 英輔（たちかわ えいすけ）氏 

・参加者数 30 名 

・主 催  鳥取県 

 

＜参考 URL＞ 

https://www.pref.tottori.lg.jp/219769.htm 
 
  

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和元年度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。 

 

 

 

＜参考 URL＞ 

https://www.pref.tottori.lg.jp/99733.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和元年度以降も継続して実施予定 平成 15 年度 1,464 千円 

 
 

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 県内産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） 

＜開催時期＞ 

令和２年３月中旬 

＜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 

未定 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 工業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） 

県内のものづくり産業への工業デザインの導入により、製品の高付加価値化や差別化、ブランド力の向上を促進し、企業の稼ぐ力を向上する
とともに、ものづくり県としてのイメージの浸透を図るため、以下事業を実施。 
１ ものづくりデザイン活用セミナー 

県内ものづくり企業へのデザイン導入の有効性等を啓発するために開催 
(令和元年度概要) 
日時：令和元年 8月 2 日(金) 13:30～17:00 

参加：約 120 名 
内容：講師 アッシュコンセプト(株)(東京都) 代表取締役 名児耶 秀美氏 

   一菱金属(株)(新潟県） 専務取締役  江口 広哲氏    
内海工業(株)（倉敷市） 業務課 広報担当  義川 瑠美氏 

２ 「デザ in OKAYAMA ステキな MONOプロジェクト」(デザインアドバイス事業) 
岡山県内ものづくり中小企業と、課題解決力を持つデザイナーとをマッチン

グし、デザイナーからのアドバイスにより協働してデザインを活用した新製品開発等につなげるプロジェクト。 
(参加企業：H29年度 6 社、H30 年度 7 社、R元年度 6社  ホームページ http://monomake.oops.jp/steki) 
３ 「岡山モノづくり★学生アイデア・デザインコンテスト」 

高校生・大学生等を対象に、県内ものづくり企業の製品素材等を活かした斬新なアイデアやデザインを募集す
るコンテストを実施。 
(H30 年度 テーマ企業：8 社  応募総数：968 件、 R 元年度 テーマ企業：9社 ホームページ http://monomake.oops.jp/contest） 

４ デザイン製品のＰＲ・販路拡大支援 
デザインを取り入れた製品を展示会等で出展することによりＰＲや販路開拓を支援する。(H30 東京インターナショナルギフトショー出展)   
 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２９年度 4,779 千円 
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岡山県 
機関名 岡山市 

部署名 産業観光局商工観光部産業振興・雇用推進課 

電話連絡先 086-803-1329 

事業名 地域産品リデザインプロジェクト 

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） 

市の委託する専門デザイナーが市内食品製造業者と共同で既存商品のパッケージデザインを見直し、テストマーケティングを繰り返して

「売れる商品」にリニューアルすることにより、地域産品の魅力を全国に再発信し，市内食品製造業の振興を図るもの。 

 

〇デザイナー       企画競争により決定 

〇対象企業        公募により 5 社を選定 

〇対象商品        食料品・飲料等（1社につき 1 品） 

〇リデザインの内容     発売中の商品のパッケージやラベル等のデザイン変更 

             （商品自体の改良や、新製品のパッケージデザイン作成は対象外） 

〇テストマーケティング    インターネットによるテスト販売と商品現物を使った市場調査を併用 

〇参加費用        無料（箱・袋等の包装資材やパッケージの印刷費用については参加企業の負担） 

〇その他         リデザイン商品のパッケージデザインの著作権は参加企業に帰属する。 

「自走できる商品づくり」をテーマとし、事業終了後に企業自ら成果を活用して継続可能。 

 

＜参考 URL＞ http://www.city.okayama.jp/keizai/sangyou/sangyou_00618.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和元年度で事業終了 令和元年度 4,037 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 
（169 社・43 機関；令和元年 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 
 産学官交流会の開催 
２．消費者ニーズ等の収集・分析支援 
 専門家派遣・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む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 

令和２年度も継続して実施予定 平成２６年度 １２，４４４千円 
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岡山県 
機関名 岡山市 

部署名 産業観光局商工観光部産業振興・雇用推進課 

電話連絡先 086-803-1329 

事業名 地域産品リデザインプロジェクト 

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） 

市の委託する専門デザイナーが市内食品製造業者と共同で既存商品のパッケージデザインを見直し、テストマーケティングを繰り返して

「売れる商品」にリニューアルすることにより、地域産品の魅力を全国に再発信し，市内食品製造業の振興を図るもの。 

 

〇デザイナー       企画競争により決定 

〇対象企業        公募により 5 社を選定 

〇対象商品        食料品・飲料等（1社につき 1 品） 

〇リデザインの内容     発売中の商品のパッケージやラベル等のデザイン変更 

             （商品自体の改良や、新製品のパッケージデザイン作成は対象外） 

〇テストマーケティング    インターネットによるテスト販売と商品現物を使った市場調査を併用 

〇参加費用        無料（箱・袋等の包装資材やパッケージの印刷費用については参加企業の負担） 

〇その他         リデザイン商品のパッケージデザインの著作権は参加企業に帰属する。 

「自走できる商品づくり」をテーマとし、事業終了後に企業自ら成果を活用して継続可能。 

 

＜参考 URL＞ http://www.city.okayama.jp/keizai/sangyou/sangyou_00618.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和元年度で事業終了 令和元年度 4,037 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 
（169 社・43 機関；令和元年 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 
 産学官交流会の開催 
２．消費者ニーズ等の収集・分析支援 
 専門家派遣・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む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 

令和２年度も継続して実施予定 平成２６年度 １２，４４４千円 

広島県 
機関名 広島県立総合技術研究所 西部工業技術センター 生産技術アカデミー 

部署名 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（課題解決研究：一般型)】    令和元年度に 1 件を実施 

【県予算研究（課題解決研究：共同研究型)】  令和元年度に 1 件を実施 

【医工連携共同研究】            平成 30 年度から 3 件を実施 

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医療関連産業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～） 

当県に集積する人間工学・感性工学技術での産業創出活動を支援 

〇医療関連産業クラスター形成事業（Ｈ24～） 

医工連携推進においてデザイン思考や人間工学による共同研究や開発支援を実施 

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研究会，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～） 

〇宮島細工の特産品振興大会審査やブランド化を支援（Ｈ19～） 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト 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 

令和 2 年度も継続して実施予定（終了事業を除く） ― ― 

   

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） 

 

■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～平成 30 年度＞ 

・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：21 件    

・試作開発件数：32 アイテム 
 
 
 

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 28年度 ― 
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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 工業技術センター デザイン支援室 

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（広島市からの委託事業） 

「第 16 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） 

デザインの特に優れた商品を選定し表彰することにより、企業のデザイン開発力を高めるととも

に、デザイン関連企業の育成・振興を図り、デザインに対する理解と関心を深めることを目的とし

て、平成 6 年度（1994 年度）に創設した顕彰制度である。 

 

応募期間：令和元年 6月 3 日(月)～7月 10 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：90 社 111 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…28 点 

表 彰 式 ：令和元年 11月 7 日（木） 

展示販売： 

・紙屋町シャレオ中央広場 展示販売会（広島市）：令和元年 11月 7 日（木）～8 日（金） 

・東京インターナショナル・ギフト・ショー：令和 2 年 2月 5 日（水）～7 日（金） 

・広島市中央図書館展示：令和 2 年 2月 22 日（土）～3月 18日（水） 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

https://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 

令和 3 年度も継続して実施予定（隔年開催のため） 平成 6 年度 4,800千円 

   

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 工業技術センター デザイン支援室 

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・相談を行うこと

で、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することにより、デザイナーの活躍の場の創出等によるデザイン産

業の振興とデザイナーと中小企業等との協業の促進による地域全体の中小企業等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。グラフィック、プロダクト、ウェブ、映像の4分野のデザイン企業を紹介している。 

令和元年11月現在登録しているデザイン企業は74社。全てのデザイン企業を担当者が取材し記事にまとめ、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。 

 

＜参考URL＞ 

https://totsukuru.jp/ 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和2年度も継続して実施予定 平成28年度 2,216千円 

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 工業技術センター デザイン支援室 

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（広島市からの委託事業） 

「第 16 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） 

デザインの特に優れた商品を選定し表彰することにより、企業のデザイン開発力を高めるととも

に、デザイン関連企業の育成・振興を図り、デザインに対する理解と関心を深めることを目的とし

て、平成 6 年度（1994 年度）に創設した顕彰制度である。 

 

応募期間：令和元年 6月 3 日(月)～7月 10 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：90 社 111 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…28 点 

表 彰 式 ：令和元年 11月 7 日（木） 

展示販売： 

・紙屋町シャレオ中央広場 展示販売会（広島市）：令和元年 11月 7 日（木）～8 日（金） 

・東京インターナショナル・ギフト・ショー：令和 2 年 2月 5 日（水）～7 日（金） 

・広島市中央図書館展示：令和 2 年 2月 22 日（土）～3月 18日（水） 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 

https://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 

令和 3 年度も継続して実施予定（隔年開催のため） 平成 6 年度 4,800千円 

   

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 工業技術センター デザイン支援室 

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・相談を行うこと

で、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することにより、デザイナーの活躍の場の創出等によるデザイン産

業の振興とデザイナーと中小企業等との協業の促進による地域全体の中小企業等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。グラフィック、プロダクト、ウェブ、映像の4分野のデザイン企業を紹介している。 

令和元年11月現在登録しているデザイン企業は74社。全てのデザイン企業を担当者が取材し記事にまとめ、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。 

 

＜参考URL＞ 

https://totsukuru.jp/ 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和2年度も継続して実施予定 平成28年度 2,216千円 

開催会場風景 

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 工業技術センター デザイン支援室 

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（広島市からの委託事業） 

「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） 

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  34 名（デザイン教育機関 6、デザイン関連業界 7、企業 8、行政機関 13） 

・実施回数  4 回（会議 3 回、勉強会 1 回） 

・令和元年度実績 

1 会議  年間 3 回   第 1 回 平成 31年 4 月 26 日（金） 参加者 16名 

             第 2回 令和 2年 1 月 23 日（木）  参加者 19 名 

             第 3回 令和 2年 3月開催予定 

 ２ 勉強会 

   日  時 令和元年 9月 5日（木）15：00～17：00 

   講  師 田子 學 （MTDO,inc） 

   参 加 者 56 名 

   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.hiroshima.jp/ 

 

 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 22年度 271千円 

   

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 工業技術センター デザイン支援室 

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、商品の高付加価値化や独自性のある商品の開発、販路拡大など、市場での競争力強化が求められている。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。 

本講習会では、中小企業との協業に精通したデザイナーを講師に招き、デザインを活用した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）について学習する。 

○ 対象 ： 経営者、商品開発担当者 ／ 回数 ： 年 1 回 

＜平成 30 年度＞ 

・テ － マ ものづくりにおけるデザインの重要性 

・講  師 平安伸銅株式会社 常務取締役 竹内一弘氏 

・開 催 日 平成 31年 3月 1 日（金）  

・開催場所 広島市工業技術センター 3階研修室 

＜令和元年度＞ 

・テ － マ デザイン経営の始め方 

・講  師 株式会社ロフトワーク 二本栁友彦氏 

・開 催 日 令和元年 11 月 29 日（金）  

・開催場所 広島市工業技術センター 3階研修室 

＜参考 URL＞ https://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 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 20年度 80千円 
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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 工業技術センター デザイン支援室 

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） 

企業が地域のデザイナーを活用していくためには、デザイナーが最新のデザイン技術などの情報を収集し、専門的なスキルをしっかりと身

につけ、企業と協業する必要がある。しかし、広島では、企業やデザイナーがデザイン講習会やセミナーを受講できる機会は少ない。 

そこで、地元のデザイナーや中小企業の商品企画開発者等を集めて、デザインスキルの向上を図ることを目的とし、優れたノウハウを持っ

た講師を招へいし講習会を実施している。 

＜平成 30 年度＞ 

・テ － マ 「自分でも作れる国内外に向けたＥＣショッピングサイト ～国内外に向けて、自分達で販路を拡大していこう！～」 

・講  師 株式会社プリンシプル 代表取締役 村田 光俊 氏 

・開 催 日 平成 31年 2月 14日（木） 

・開催場所 広島市工業技術センター 3階研修室 

＜令和元年度＞ 

・開催回数 １回 

・テ － マ 未定 

・講  師 ㈱ロフトワーク 代表取締役 林 千晶 氏 

・開 催 日 令和 2 年 2月 19 日（水） 

・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 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 15 年度 200 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 ＜令和元年度～２年度＞ 

【研究概要】 県内企業における新製品開発や既存製品の改善等の開発テーマを募集し、製品企画段階から企業とセンターが共同で取り組 

むことにより、具体的な製品企画技術を蓄積するとともに企業への技術移転を行う。 

また、当センターの保有技術や研究成果も本取組の対象に含め、企業へ提案できる製品企画・開発を行う。多様化した製品開 

発支援の要望に対応するため、人間工学等を活用した使いやすいものづくり技術、３Ｄものづくり技術を活用した試作及び製 

品開発技術などについて具体的な開発テーマに取り組むことにより、試作および製品開発のさらなる技術蓄積を行う。ものづ 

くりの開始時からセンターが関わった新製品の創出と、企業による事業化を成果として蓄積する。 

（２）レーザー加工機を用いた立体物への彫刻に関する研究 ＜令和元年度＞ 

【研究概要】 曲面を有する立体形状に均一な色の彫刻を施す手法の確立とそれに伴う技術の習得を行い、今後想定される様々な立体形 

状への彫刻の要望に対し迅速に対応できることを目的とする。 

（３）３Dものづくり技術を活用した製品開発のための事例研究 ＜令和元年度～２年度＞ 

【研究概要】 本研究では、構造最適化ソフトウェアによる高付加価値設計や粉末焼結式樹脂造形機の用途開発を目的とした事例研究を実施 

するほか、３Ｄ積層モデルを実製品（部品）として利用するための機械特性の調査や表面処理方法の確立について検討する。 

また、３Ｄものづくり技術を複合的に活用する製品開発テーマを企業と共に取り組むことで、３Ｄものづくり技術を活用した製品 

開発事例の蓄積を図る。 

【研究内容】 ①新たな３Ｄものづくり機器を活用した事例研究 ②３Ｄ積層モデルの実製品利用を想定した基礎的な調査 

③３Ｄものづくり技術を複合的に活用した製品開発 

＜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 

令和 2 年度も継続して実施予定 令和元年度 ― 
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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 工業技術センター デザイン支援室 

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） 

企業が地域のデザイナーを活用していくためには、デザイナーが最新のデザイン技術などの情報を収集し、専門的なスキルをしっかりと身

につけ、企業と協業する必要がある。しかし、広島では、企業やデザイナーがデザイン講習会やセミナーを受講できる機会は少ない。 

そこで、地元のデザイナーや中小企業の商品企画開発者等を集めて、デザインスキルの向上を図ることを目的とし、優れたノウハウを持っ

た講師を招へいし講習会を実施している。 

＜平成 30 年度＞ 

・テ － マ 「自分でも作れる国内外に向けたＥＣショッピングサイト ～国内外に向けて、自分達で販路を拡大していこう！～」 

・講  師 株式会社プリンシプル 代表取締役 村田 光俊 氏 

・開 催 日 平成 31年 2月 14日（木） 

・開催場所 広島市工業技術センター 3階研修室 

＜令和元年度＞ 

・開催回数 １回 

・テ － マ 未定 

・講  師 ㈱ロフトワーク 代表取締役 林 千晶 氏 

・開 催 日 令和 2 年 2月 19 日（水） 

・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 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 15 年度 200 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 ＜令和元年度～２年度＞ 

【研究概要】 県内企業における新製品開発や既存製品の改善等の開発テーマを募集し、製品企画段階から企業とセンターが共同で取り組 

むことにより、具体的な製品企画技術を蓄積するとともに企業への技術移転を行う。 

また、当センターの保有技術や研究成果も本取組の対象に含め、企業へ提案できる製品企画・開発を行う。多様化した製品開 

発支援の要望に対応するため、人間工学等を活用した使いやすいものづくり技術、３Ｄものづくり技術を活用した試作及び製 

品開発技術などについて具体的な開発テーマに取り組むことにより、試作および製品開発のさらなる技術蓄積を行う。ものづ 

くりの開始時からセンターが関わった新製品の創出と、企業による事業化を成果として蓄積する。 

（２）レーザー加工機を用いた立体物への彫刻に関する研究 ＜令和元年度＞ 

【研究概要】 曲面を有する立体形状に均一な色の彫刻を施す手法の確立とそれに伴う技術の習得を行い、今後想定される様々な立体形 

状への彫刻の要望に対し迅速に対応できることを目的とする。 

（３）３Dものづくり技術を活用した製品開発のための事例研究 ＜令和元年度～２年度＞ 

【研究概要】 本研究では、構造最適化ソフトウェアによる高付加価値設計や粉末焼結式樹脂造形機の用途開発を目的とした事例研究を実施 

するほか、３Ｄ積層モデルを実製品（部品）として利用するための機械特性の調査や表面処理方法の確立について検討する。 

また、３Ｄものづくり技術を複合的に活用する製品開発テーマを企業と共に取り組むことで、３Ｄものづくり技術を活用した製品 

開発事例の蓄積を図る。 

【研究内容】 ①新たな３Ｄものづくり機器を活用した事例研究 ②３Ｄ積層モデルの実製品利用を想定した基礎的な調査 

③３Ｄものづくり技術を複合的に活用した製品開発 

＜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 

令和 2 年度も継続して実施予定 令和元年度 ― 

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 

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 ＜平成３０年度実績：２６７件（デザイングループ所管機器）＞ 

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２０基）を、企業に使用開放している 
 

（２）依頼試験 ＜平成３０年度実績：オーダーメイド試験１１件＞ 

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。 
 

（３）技術者研修 ＜平成３０年度実施実績：２件／リバースエンジニアリング研修（参加者：１名）／真空注型技術研修（参加者：２名）＞ 

 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。 
 

（４）受託研究、共同研究 ＜平成３０年度実施実績：３件＞ 

 企業での製品開発に関する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。 

実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 ― ― 

   

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 下関市地域資源活用促進セミナー 

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：本市の地域資源を活用した高付加価値の新商品開発及び企画力強化に資することを目的としてセミナーを開催 

 

名称：下関市地域資源活用促進セミナー 

 

講師：㈱博報堂 山口 綱士 / ㈱中国四国博報堂 山本 智久 / ㈱ぐるなび 渡邉 華織 / 地域商社やまぐち㈱ 藤本 恵子 

 

実施日：2018年 10月 17 日 / 2018 年 11 月 29 日 / 2019年 1月 24日 （全 3 回） 

 

場所：しものせき市民活動センター 大会議室 

 

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 30年度 － 
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山口県 
機関名 宇部市 

部署名 商工水産部６次産業推進課 

電話連絡先 0836-34-8372 

事業名 売れる商品づくりのためのデザイン・マッチングセミナー 

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 

（１） 宇部市内の事業者を中心に、新商品開発や既存商品のブラッシュアップ、パッケージや売り場のディスプレイ等、 

どのようにしてデザイン要素を取り入れれば良いかを学習する 

（２） 宇部市で活躍するデザイナーとのビジネスマッチング（個別相談） 

 

名  称：売れる商品づくりのためのデザイン・マッチングセミナー 

協  力：（一社）山口県デザイン協会 ＹＤＡ宇部 

日  時：2019年 10 月 4日（金） 13：30～16：00 

会  場：宇部市文化会館 研修ホール 

参加人数：40 人 

 
 
 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度以降の実施については未定     令和元年度 92千円 

   

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 デザイン経営普及事業 

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） 

2018 年 5 月の経済産業省・特許庁による「デザイン経営宣言」を踏まえ、近年はデザインを経営戦略の中心に据えて成功した企業が国内

でも徐々に出てきているが、大企業が中心。 

地方における中小企業等へのデザイン経営の普及のため、理解促進を図るセミナー、より深く学ぶ集中講座、実践するインターンシップの

３本柱により、画期的な新製品・新サービスによるイノベーションが生まれ、各企業の競争力の強化により中国地域の活性化に繋げることを

目指す。 

■「デザイン経営を知る」セミナーの開催 

 「デザイン経営」とは何か？ビジネスにどう生かせるのか？といった基本的な概要を企業の 

経営者層に知っていただくためのセミナーとして開催。デザイン経営導入企業の実践事例の 

講演等。 

■「デザイン経営を学ぶ」ワークショップの開催 

セミナー参加者の中から、より深くデザイン経営を学びたい人向けに、「デザイン思考」によ 

る商品・サービス開発プロセスをワークショップで実践。約 1 日という短期間に凝縮して、仮説 

→調査→分析→試行→提案の各フェーズを実際に体感。 

■「デザイン経営を実践」インターンシップの実施 

 デザイン思考によるプロダクト・サービス作りにより企業課題を解決するためのインターン 

シップを実施。 

広島県内のデザイン学科で学ぶ学生を企業に 1 週間派遣し、フィールドワーク調査～分析～ 

アイデア出し～プロトタイピングまでを実施し、外部専門家のアドバイスを踏まえてブラッシュ 

アップした案をプレゼンする成果報告会を開催。                                                                                 

 

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

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度は未定。 令和元年度 － 

開催案内 会場風景 
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山口県 
機関名 宇部市 

部署名 商工水産部６次産業推進課 

電話連絡先 0836-34-8372 

事業名 売れる商品づくりのためのデザイン・マッチングセミナー 

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 

（１） 宇部市内の事業者を中心に、新商品開発や既存商品のブラッシュアップ、パッケージや売り場のディスプレイ等、 

どのようにしてデザイン要素を取り入れれば良いかを学習する 

（２） 宇部市で活躍するデザイナーとのビジネスマッチング（個別相談） 

 

名  称：売れる商品づくりのためのデザイン・マッチングセミナー 

協  力：（一社）山口県デザイン協会 ＹＤＡ宇部 

日  時：2019年 10 月 4日（金） 13：30～16：00 

会  場：宇部市文化会館 研修ホール 

参加人数：40 人 

 
 
 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度以降の実施については未定     令和元年度 92千円 

   

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 デザイン経営普及事業 

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） 

2018 年 5 月の経済産業省・特許庁による「デザイン経営宣言」を踏まえ、近年はデザインを経営戦略の中心に据えて成功した企業が国内

でも徐々に出てきているが、大企業が中心。 

地方における中小企業等へのデザイン経営の普及のため、理解促進を図るセミナー、より深く学ぶ集中講座、実践するインターンシップの

３本柱により、画期的な新製品・新サービスによるイノベーションが生まれ、各企業の競争力の強化により中国地域の活性化に繋げることを

目指す。 

■「デザイン経営を知る」セミナーの開催 

 「デザイン経営」とは何か？ビジネスにどう生かせるのか？といった基本的な概要を企業の 

経営者層に知っていただくためのセミナーとして開催。デザイン経営導入企業の実践事例の 

講演等。 

■「デザイン経営を学ぶ」ワークショップの開催 

セミナー参加者の中から、より深くデザイン経営を学びたい人向けに、「デザイン思考」によ 

る商品・サービス開発プロセスをワークショップで実践。約 1 日という短期間に凝縮して、仮説 

→調査→分析→試行→提案の各フェーズを実際に体感。 

■「デザイン経営を実践」インターンシップの実施 

 デザイン思考によるプロダクト・サービス作りにより企業課題を解決するためのインターン 

シップを実施。 

広島県内のデザイン学科で学ぶ学生を企業に 1 週間派遣し、フィールドワーク調査～分析～ 

アイデア出し～プロトタイピングまでを実施し、外部専門家のアドバイスを踏まえてブラッシュ 

アップした案をプレゼンする成果報告会を開催。                                                                                 

 

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

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度は未定。 令和元年度 － 

開催案内 会場風景 

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 088-621-2324 

事業名 徳島デザインフォーラム 

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） 

  

県内企業やクリエイター等を対象として、企業活動におけるデザインの有用性や先進事例の情報発信を行う「徳島デザインフォーラム」を

開催する。 

 

【平成３０年度実績】 

 

(1) 開催日 平成３１年３月２８日 

(2) 場 所 第二倉庫アクア・チッタ（徳島市） 

(3) 内 容 講演 米津 光 氏（写真家） 

トークセッション 杉崎 義彦 氏（グラフィックデザイナー） 

名刺交換会 

(4) 参加者 約１３０名（県内企業、クリエイターなど） 

 

 

 

 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成２５年度 3,000 千円 

   

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 お試し発注事業（デザイン・動画枠） 

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） 

 

 県内企業の新商品等を徳島県が率先購入し、官公庁での受注実績をつくることにより、販路開拓を支援することを目的とした「徳島県お

試し発注事業」において、「デザイン・動画枠」を設定し、県内在住のクリエイターによる県広報物の制作を行う。 

 スタートアップ期にあるクリエイターの支援及び販路開拓を図るとともに、県の広報物の品質向上及び施策ＰＲ力の強化にもつなげること

を目的とする。 

 

【平成３０年度実績】 

 

(1) クリエイター要件 

 ・県内在住で３年以上の実務経験を有すること。 

・過去に県との取引実績がないこと。 

 

  (2) 制作実績（デザイン４件） 

    ・テクノスクールチラシ 

    ・労働相談ＰＲチラシ 

    ・空き家対策啓発用チラシ 

    ・中学生向けキャリアガイダンスパンフレット 
 
 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成３０年度 2,000 千円 
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徳島県 
機関名 徳島市 

部署名 経済部経済政策課 

電話連絡先 088-621-5225 

事業名 
とくしま地域資源活用支援事業 

「インフルエンサーを通した藍プロモーション業務」 

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 

 影響力のある国内外インフルエンサーを通して、徳島の藍を活用した商品を取り入れた日常生活のイメージを一般消費者に伝えていく。

それにより、徳島で伝統的に製造されてきた藍が、現代のライフスタイルともマッチするものであることを幅広く PR した。 

 委託先公募：プロポーザル方式 

 委託事業者：アッシュ・ペー・フランス株式会社 

インフルエンサー：女優でデザイナーの篠原ともえ氏を起用 

 

２ 事業内容 

藍染商品開発 

（展示会出展に合わせ、本市事業者と篠原氏とのコラボで５点の藍染商品を開発。） 

   デザイン：篠原ともえ氏 染色及び制作：市内事業者 

   成果物：ロングワンピース、ロングシャツ、ジャケット、Tシャツ、ロングＴシャツ 

展示会「rooms EXPERIENCE37」に出展 （H30.9.5～9.7） 

 〇展示会期間中、来場者が SNSで発信。 

 受託者の直営店舗において藍製品の先行受注会を開催 （H31.1.19～31）  

    篠原ともえ氏による情報発信 

    〇メディア出演時に開発商品を着用 １回 

    〇ラジオ出演 １回 

    〇個展での展示 開催期間 H30.11.8～H31.3.3 

    〇SNS で情報発信 SNS計９回   

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

平成３０年度事業で終了 平成３０年度 4,497 千円 

   

徳島県 
機関名 徳島市 

部署名 経済部経済政策課 

電話連絡先 088-621-5225 

事業名 
中小企業販路拡大支援事 

「徳島市中小企業販路拡大支援事業補助金（製品開発・改良事業）」 

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  
徳島市内に主たる事業所を有する製造業を営む事業者が、首都圏や海外などの大規模な市場で自社の製品の販路拡大のために、新規

性、独自性、成長性があり、市場のニーズに合った製品とするために行う、製品またはパッケージのデザイン制作等の製品開発・改良にかか
る費用の一部を補助する。 
 
２ 補助限度額  

３０万円（外部専門家委託又は専門機関との共同研究を実施：５０万円、外部専門家委託と専門機関との共同研究の両方を実施：７０万円） 
 
３ 補助率  

２分の１ 
 
４ 補助対象期間 

交付決定日～令和２年２月２９日 
 
５ URL  
 http://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/jigyosha/tyusyokigyo/hanrokakudai/hanro_shien.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２６年度 9,000 千円 
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徳島県 
機関名 徳島市 

部署名 経済部経済政策課 

電話連絡先 088-621-5225 

事業名 
とくしま地域資源活用支援事業 

「インフルエンサーを通した藍プロモーション業務」 

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 

 影響力のある国内外インフルエンサーを通して、徳島の藍を活用した商品を取り入れた日常生活のイメージを一般消費者に伝えていく。

それにより、徳島で伝統的に製造されてきた藍が、現代のライフスタイルともマッチするものであることを幅広く PR した。 

 委託先公募：プロポーザル方式 

 委託事業者：アッシュ・ペー・フランス株式会社 

インフルエンサー：女優でデザイナーの篠原ともえ氏を起用 

 

２ 事業内容 

藍染商品開発 

（展示会出展に合わせ、本市事業者と篠原氏とのコラボで５点の藍染商品を開発。） 

   デザイン：篠原ともえ氏 染色及び制作：市内事業者 

   成果物：ロングワンピース、ロングシャツ、ジャケット、Tシャツ、ロングＴシャツ 

展示会「rooms EXPERIENCE37」に出展 （H30.9.5～9.7） 

 〇展示会期間中、来場者が SNSで発信。 

 受託者の直営店舗において藍製品の先行受注会を開催 （H31.1.19～31）  

    篠原ともえ氏による情報発信 

    〇メディア出演時に開発商品を着用 １回 

    〇ラジオ出演 １回 

    〇個展での展示 開催期間 H30.11.8～H31.3.3 

    〇SNS で情報発信 SNS計９回   

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

平成３０年度事業で終了 平成３０年度 4,497 千円 

   

徳島県 
機関名 徳島市 

部署名 経済部経済政策課 

電話連絡先 088-621-5225 

事業名 
中小企業販路拡大支援事 

「徳島市中小企業販路拡大支援事業補助金（製品開発・改良事業）」 

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  
徳島市内に主たる事業所を有する製造業を営む事業者が、首都圏や海外などの大規模な市場で自社の製品の販路拡大のために、新規

性、独自性、成長性があり、市場のニーズに合った製品とするために行う、製品またはパッケージのデザイン制作等の製品開発・改良にかか
る費用の一部を補助する。 
 
２ 補助限度額  

３０万円（外部専門家委託又は専門機関との共同研究を実施：５０万円、外部専門家委託と専門機関との共同研究の両方を実施：７０万円） 
 
３ 補助率  

２分の１ 
 
４ 補助対象期間 

交付決定日～令和２年２月２９日 
 
５ URL  
 http://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/keizai/jigyosha/tyusyokigyo/hanrokakudai/hanro_shien.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２６年度 9,000 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県内に主たる事務所・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新製品の開発(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ブランド確立の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令和３年３月３１日まで（最長２年） 

 

＜参考ＵＲＬ＞ https://www.kagawa-isf.jp/ 
 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度支援メニューは検討中 平成３０年度 1,591 千円 

   

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  ：天然繊維と化学繊維における反応染料の染色性の違いに着目し、撚糸技術を応用して染色の多様性を図り、付加価値の 

高いタオル製品を開発する。 

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：令和元年５月～令和２年２月 

実施回数：全１０回×２期 ※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：愛媛県産業技術研究所繊維産業技術センター 

   開催期間：令和元年１０月１５日～１８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、令和元年度で事業終了 平成３０年度 1,652 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 万円／年 1/2 以内 

 

３）URL： https://joho-kochi.or.jp/center/kochisangyokikin_2019.php 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 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 経営支援部経営支援課 

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 500万円／年 2／3 以内 

②農商工連携新商品等開発推進事業 上限 1,000 万円／年 2／3 以内 

③農商工連携販路拡大等支援事業 上限 200 万円／年 2／3 以内 

 

３）URL： https://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 ― 
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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 万円／年 1/2 以内 

 

３）URL： https://joho-kochi.or.jp/center/kochisangyokikin_2019.php 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 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 経営支援部経営支援課 

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 500万円／年 2／3 以内 

②農商工連携新商品等開発推進事業 上限 1,000 万円／年 2／3 以内 

③農商工連携販路拡大等支援事業 上限 200 万円／年 2／3 以内 

 

３）URL： https://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 ― 

 

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 四国デザインプロデューサー養成プロジェクト 

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） 

①デザインプロデューサー（クリエイティブ人材）養成講座の開催 

四国及びその近隣におけるデザイナー等事業者の中からブランディングからデザインまでを手がけるディレクター又はプロデューサーと

して活躍したい人を募り、デザインプロデューサー（クリエイティブ人材）養成講座を４回開催し、デザインの考え方及び向き合い方並びにデ

ザインにおける商品の商標権・意匠権といった知的財産権を戦略的に活用する方法を体系的に学ぶ場を設けた。 

講座では、参加者の過去もしくは現在の仕事又は抱える課題を発表する時間を設け、講師からのアドバイスを受け、ワークショップ的な要

素を取り入れて実施した。 

場所：東京都   受講者：１３名   講師：北川一成氏（GRAPH 株式会社代表取締役）ほか 

 

②四国デザインサミット２０１９の開催 

四国内の事業者、クリエイター、支援機関等が一堂に会する催しとして「四国デザインサミット２０１９」を開催した。

四国のクリエイティブ人材が発言できる場を設け、講師の助言を仰ぎながら、各自が四国で抱える課題を解決する

ためのきっかけづくりの場となった。 

また、デザイナーや事業者はもちろん、地元高校のデザイン科の学生が課外授業として参加し、ものづくりや企

画力に関心を持つ幅広い層の人たちに向けて知的財産権の意識づけができた。 

場所：香川県   参加者：１１０名   講師：北川一成氏ほか 

 

＜参考 URL＞ https://ticw-ch.com/reg/summit2019/ 
次回実施予定 開始年度 全体予算額 

― 平成３０年度 － 
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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 092-643-3449 

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／事務局：福岡県商工部新事業支援課） 

会 長：唐池 恒二（九州旅客鉄道株式会社 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 225個人・団体（2019.3 月末時点） 

■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・サービスの審査表彰及び展示を実施。 

令和元年度より、個別商談会を同時開催。 

・1 次審査（書類審査）：令和元年 9月 18日 ／ ・最終審査（現物審査）及び授賞式：令和元年 11 月 12日 

・個別商談会：令和元年 11月 13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：157 件 ／ ・表彰数：23 件 

※受賞後は、東急ハンズ博多店などの小売店との連携によるプロモーション販売会や、 

商談会等への共同出展など、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 4 会場（各会場 4 社程度参加）で各 5 回開催。 

＜参考 URL＞ 福岡県産業デザイン協議会 https://www.fida.jp 福岡デザインアワード https://award.fida.jp 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成９年度 13,866 千円 

   

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 Joint-IFF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） 

■ワークショップ開催（平成 30年度） 

「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

ログラムを平成29年度に構築。構築したプログラムを活用し、その考え方と開発手法を県内企業に広く普及するため、集中型のセミナー＆

ワークショップを開催。 

・テ ー マ： ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙに活かすためのｱｲﾃﾞｱ発想支援ｾﾐﾅｰ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「AIとの共創を目指す発明思考」 

・日  程： 平成31年2月15日（福岡市）/平成31年2月26日（北九州市） 

・参加人数： 計 15名 

■「共創ラボ」環境提供（令和元年度） 

地域企業に共創による新規事業創出を体験してもらうため、企業、公設試、大学

などから多様なメンバーを集め、デザイン思考ワークショップ、ラピッドプロトタイピ

ングなどの活動を行う「共創ラボ」環境を提供する。 

＜参画メンバー＞ 

 地域企業：株式会社タカギ 公設試：福岡県工業技術センター 

 研究機関：北九州市立大学、理化学研究所 

 支援機関：福岡県産業・科学技術振興財団、九州先端科学技術研究所、北九州産 

 業学術推進機構 

＜共創ラボの活動＞ 

・定例ミーティング（1 回/月）          ・シーズ技術を活用したビジネス創出ワークショップの開催（全３回） 

・シーズ技術の技術動向調査、ベンチマーキング ・「技術×共創」セミナー開催（令和元年 10月 18 日、参加人数 37 名） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 29年度 1,780 千円 

福岡デザインアワード 

デザイン開発ワークショップ 

164

九
州
経
済
産
業
局



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 092-643-3449 

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／事務局：福岡県商工部新事業支援課） 

会 長：唐池 恒二（九州旅客鉄道株式会社 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 225個人・団体（2019.3 月末時点） 

■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・サービスの審査表彰及び展示を実施。 

令和元年度より、個別商談会を同時開催。 

・1 次審査（書類審査）：令和元年 9月 18日 ／ ・最終審査（現物審査）及び授賞式：令和元年 11 月 12日 

・個別商談会：令和元年 11月 13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：157 件 ／ ・表彰数：23 件 

※受賞後は、東急ハンズ博多店などの小売店との連携によるプロモーション販売会や、 

商談会等への共同出展など、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 4 会場（各会場 4 社程度参加）で各 5 回開催。 

＜参考 URL＞ 福岡県産業デザイン協議会 https://www.fida.jp 福岡デザインアワード https://award.fida.jp 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成９年度 13,866 千円 

   

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 Joint-IFF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） 

■ワークショップ開催（平成 30年度） 

「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

ログラムを平成29年度に構築。構築したプログラムを活用し、その考え方と開発手法を県内企業に広く普及するため、集中型のセミナー＆

ワークショップを開催。 

・テ ー マ： ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙに活かすためのｱｲﾃﾞｱ発想支援ｾﾐﾅｰ・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「AIとの共創を目指す発明思考」 

・日  程： 平成31年2月15日（福岡市）/平成31年2月26日（北九州市） 

・参加人数： 計 15名 

■「共創ラボ」環境提供（令和元年度） 

地域企業に共創による新規事業創出を体験してもらうため、企業、公設試、大学

などから多様なメンバーを集め、デザイン思考ワークショップ、ラピッドプロトタイピ

ングなどの活動を行う「共創ラボ」環境を提供する。 

＜参画メンバー＞ 

 地域企業：株式会社タカギ 公設試：福岡県工業技術センター 

 研究機関：北九州市立大学、理化学研究所 

 支援機関：福岡県産業・科学技術振興財団、九州先端科学技術研究所、北九州産 

 業学術推進機構 

＜共創ラボの活動＞ 

・定例ミーティング（1 回/月）          ・シーズ技術を活用したビジネス創出ワークショップの開催（全３回） 

・シーズ技術の技術動向調査、ベンチマーキング ・「技術×共創」セミナー開催（令和元年 10月 18 日、参加人数 37 名） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 29年度 1,780 千円 

福岡デザインアワード 

デザイン開発ワークショップ 

福岡県 
機関名 北九州市 

部署名 地域・観光産業振興部商業・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

業大学デザイン学科と連携して、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。 

 

【令和元年度開催内容】 

 ・日時  令和元年１１月２９日（金） 

 ・場所  西日本工業大学 小倉キャンパス 

 ・テーマ ～今、あるものを結ぶデザインとは～ 

 ・講師  おてらおやつクラブ 

 

 

■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 

令和２年度も継続して実施予定 平成１５年度 － 

   

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 

・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 

令和２年度も継続して実施予定 平成８年度 96,346 千円 
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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】 

「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：九州大学芸術工学研究院 准教授 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）解説・まとめ 

  開催実績：令和元年 9月 3 日（火） SAGA CHIKA（佐賀県庁地下 1階） 

定員：３０名程度 

○デザイン思考プログラム中級編 

  講 師：九州大学芸術工学研究院 准教授 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 

・佐賀県立宇宙科学館をフィールドに、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：令和元年 10月 3日（木）～11 月 9 日（土）（全 3 回）武雄市文化会館・佐賀県立宇宙科学館 

定員：２０名程度 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

事業内容を変更し、令和２年度も実施予定 平成 27年度 3,610 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「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） 

■目 的  企業経営や新商品・サービス開発において重要となっているデザイン活用の考え方や手法等の修得 

■活動概要 

 ・企業活動におけるデザイン活用に関する講習会及び実習等 

 ・デザイン思考を活用した新商品開発に関する講習会及び実習等 

・中小企業におけるブランド構築に関する講習会及び実習等 

■活動内容 

 ・デザイン思考を活用した新商品開発の座学と実習（グループワーク） 

  第 1 回：デザイン思考入門（座学）・・・・・ 令和元年 7 月 26 日  

  第 2回：行動観察と開発テーマの設定・・・・令和元年 8 月 8日 

  第 3 回：アイデア創出とプロトタイプ製作・・令和元年 8 月 22 日 

  第 4 回：ユーザーによる評価と検証・・・・・令和元年 8月 29 日 

 場所：佐賀県工業技術センター／参加人数：延べ 37 名 

 講師：工業技術センター デザイン担当者 

■その他 

・企業等の商品開発支援（県内家具メーカーにおける新商品開発） 

   平成 31年 4月～令和元年 9月／場所：企業内研修室／参加人数：延べ 19人 

 ・中小企業におけるデザイン活用をテーマにしたセミナー（開催予定） 

＜参考 URL＞ https//www.saga-itc.jp/_1018/_1028/kenkyuukai.html 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 令和元年度 591千円 

ワークショップの様子 

「アイデアを形にする」を体験しました 
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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】 

「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：九州大学芸術工学研究院 准教授 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）解説・まとめ 

  開催実績：令和元年 9月 3 日（火） SAGA CHIKA（佐賀県庁地下 1階） 

定員：３０名程度 

○デザイン思考プログラム中級編 

  講 師：九州大学芸術工学研究院 准教授 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 

・佐賀県立宇宙科学館をフィールドに、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：令和元年 10月 3日（木）～11 月 9 日（土）（全 3 回）武雄市文化会館・佐賀県立宇宙科学館 

定員：２０名程度 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

事業内容を変更し、令和２年度も実施予定 平成 27年度 3,610 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「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） 

■目 的  企業経営や新商品・サービス開発において重要となっているデザイン活用の考え方や手法等の修得 

■活動概要 

 ・企業活動におけるデザイン活用に関する講習会及び実習等 

 ・デザイン思考を活用した新商品開発に関する講習会及び実習等 

・中小企業におけるブランド構築に関する講習会及び実習等 

■活動内容 

 ・デザイン思考を活用した新商品開発の座学と実習（グループワーク） 

  第 1 回：デザイン思考入門（座学）・・・・・ 令和元年 7 月 26 日  

  第 2回：行動観察と開発テーマの設定・・・・令和元年 8 月 8日 

  第 3 回：アイデア創出とプロトタイプ製作・・令和元年 8 月 22 日 

  第 4 回：ユーザーによる評価と検証・・・・・令和元年 8月 29 日 

 場所：佐賀県工業技術センター／参加人数：延べ 37 名 

 講師：工業技術センター デザイン担当者 

■その他 

・企業等の商品開発支援（県内家具メーカーにおける新商品開発） 

   平成 31年 4月～令和元年 9月／場所：企業内研修室／参加人数：延べ 19人 

 ・中小企業におけるデザイン活用をテーマにしたセミナー（開催予定） 

＜参考 URL＞ https//www.saga-itc.jp/_1018/_1028/kenkyuukai.html 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 令和元年度 591千円 

ワークショップの様子 

「アイデアを形にする」を体験しました 

 

 

 

佐賀県 
機関名 佐賀県 

部署名 産業労働部ものづくり産業課 

電話連絡先 0952-25-7421 

事業名 ファクトリーブランディング事業 

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） 

１ 事業目的  

佐賀県経済を支えるものづくり産業の最重要課題である人手不足を解消するためには、ものづくり産業に対して根強く残っている「きつ

い」、「危険」などのマイナスイメージを払拭し、プラスのイメージを高めていく必要があることから、働く場としての県内ものづくり企業の価

値を向上させ、求職者が就職先として選択したくなる環境整備を図る。 

２ 事業概要  

総合ディレクター（デザイナー）を設置して、県内ものづくり企業のイメージアップを図る施策やその方向性等をまとめた「ブランディング 

戦略（仮称）」を策定し、それに基づく、３Ｋイメージからの脱却に向けた県内ものづくり企業へのハード支援・ソフト支援を行う。 

３ ハード支援（モデル企業ブランディング）の内容 

（１） 自社のブランディングを希望するモデル企業を公募・選定し、モデル企業の状況に応じた個別ブランディング計画の策定とそれに基づ 

くブランディング（経営ビジョンの見直し、会社ロゴの制作、作業着の開発、工場のデザインの変更等）を実施することでモデルケースを作 

り上げ、その効果を検証するとともに、県内ものづくり企業への普及を図ることにより、県内ものづくり産業全体のイメージアップを図る。 

（２） 各モデル企業の個別ブランディング計画の計画期間は２～３年間とし、総合ディレクターが各モデル企業へのヒアリング等を通じて策 

定する。当該計画に基づく令和元年度のブランディングに要する経費については、次のとおり補助を行う。 

ア 補助率：10 分の 10 以内  イ 補助上限額：3,500 千円  ウ 補助対象経費：消耗品費、備品費、委託料等 

（３） 令和元年度は事業開始年度に当たるため、「ブランディングを通じて企業価値をどう高めるか」という観点から KICK OFF 講演会を次 

のとおり開催した。 

  ア 日時 令和元年９月 12 日（木）14:30～16:30 

  イ 場所 佐賀県庁新館地下１階「SAGA CHIKA」（佐賀県佐賀市城内 1-1-59） 

  ウ 内容 第１部 講演「ものづくりの未来を語ろう」ゲスト講師 合同会社ててて協働組合共同代表 永田 宙郷 氏 

       第２部 座談会   対談者 株式会社テツシンデザイン代表取締役（総合ディレクター） 先崎 哲進 氏 

  エ 参加人数 46人 

４ ソフト支援の内容 

求職者、特に高校生等の若年層に訴求力があり、かつ、県内ものづくり産業全体のイメージアップが図れる仕組みを総合ディレクターと

検討中。令和元年度に制度を創設し、令和２年度から運用を開始する予定。 

５ ファクトリーブランディング特設サイト  https://saga-factorybranding.com 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定（モデル企業への補助内容は検討中） 令和元年度 
補助予算額 7,000 千円 
全体予算額 11,747 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 出前講座「デザイン思考を活用した新商品開発入門」 

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） 

■目 的 

 県内の企業技術者等の技術力向上や人材育成を積極的に支援することを目的として、企業等の現場を職員が訪問し技術研修を実施して 

いる。令和元年度は全体で 14 講座を設定。デザイン分野の講座として「デザイン思考を活用した新商品開発入門」を実施している。 

■活動概要 

 既存製品の延長ではなく、これまでにない新たな価値や真に求められる商品を創造するための方法論である「デザイン思考」を活用し 

た新商品開発のプロセスや手法を解説する。 

■活動内容 

 デザイン思考の概要説明とミニワークショップをとおしてデザイン思考のプロセスを体験してもらう（２時間）。 

 ・令和元年度実績：電子分野企業／参加人数：24人 

■その他 

 ・１人から対応。企業の要望に応じて内容と時間を変更可能。 

＜参考 URL＞ https//www.saga-itc.jp/_1018/_1028/demae_kouza.html 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 令和元年度  ― 
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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 アドバイザー委託事業 

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 

平成26年度から3か年にわたって実施した有田焼創業４００年事業により、有田焼産地再生に向けた方向性を見出すことができたが、その流

れをさらに発展させ、地元から熱い期待が寄せられている事業化支援事業（窯業技術センターが地元陶磁器業界企業、クリエイター、クライ

アント等を結ぶハブ的機能を果たしながら、企画から流通までの一貫したものづくりプロセスを支援するもの）のより効果的な事業展開を図

るため、陶磁器ビジネスの事業化に関し豊かなノウハウを有する人材をアドバイザーとして招へいし、事業化支援事業の業務を委託する。 

○期間  2019 年 4月 1 日～2020 年 3月 31 日 

○業務内容 

①事業化支援外部アドバイザー関係 

企画からデザイン、製造、流通に至るまでの商品開発の各プロセスにおけるアドバイス 

窯元、商社当の関係者を結ぶコーディネイトに関すること 

外部のデザイナー、企業等の紹介、仲介等 

②事業化支援セミナー関係 

伊万里・有田焼産地内での商品開発にすぐに運用できるようなテーマの設定、テーマに適した講師の紹介、仲介等 

③研究課題関係 

窯業技術センターで実施する経常研究「プロジェクト型商品開発による事業化支援方法論の研究」に対する助言、指導に関すること 

④職員指導関係 

上記を通じた、職員に対する事業化支援ノウハウに対する助言、指導に関すること 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 29年度 4,678 千円 

   

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 クリエイティブレジデンシー事業 

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） 

平成 26年度から 3か年にわたって実施した有田焼創業４００年事業のなかで、オランダとの連携等によるプラットフォーム形成プロジェクト

（2016/project）に取り組んだが、この事業は海外でも評価され、必要とされる有田焼を提供し続けるため、世界のクリエイターが集積する

プラットフォームを形成することを目的としている。 

このプロジェクトにおいては、「人的交流」、「商品開発」及び「（人材集積のための）空間づくり」を行っていくこととしており、平成 28 年度

からアーティスト・イン・レジデンス事業に取り組んでいる。海外からアーティストとデザイナー各１名が３ヶ月有田に滞在し、作品を制作する事に

よって、有田で受け入れる体制の仕組みを構築、実施する。 

 

本プロジェクトをさらに 3 年間継続的に実施することにより有田でのプラットフォーム形成の実現を目指す。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 28年度 3,378 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 アドバイザー委託事業 

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 

平成26年度から3か年にわたって実施した有田焼創業４００年事業により、有田焼産地再生に向けた方向性を見出すことができたが、その流

れをさらに発展させ、地元から熱い期待が寄せられている事業化支援事業（窯業技術センターが地元陶磁器業界企業、クリエイター、クライ

アント等を結ぶハブ的機能を果たしながら、企画から流通までの一貫したものづくりプロセスを支援するもの）のより効果的な事業展開を図

るため、陶磁器ビジネスの事業化に関し豊かなノウハウを有する人材をアドバイザーとして招へいし、事業化支援事業の業務を委託する。 

○期間  2019 年 4月 1 日～2020 年 3月 31 日 

○業務内容 

①事業化支援外部アドバイザー関係 

企画からデザイン、製造、流通に至るまでの商品開発の各プロセスにおけるアドバイス 

窯元、商社当の関係者を結ぶコーディネイトに関すること 

外部のデザイナー、企業等の紹介、仲介等 

②事業化支援セミナー関係 

伊万里・有田焼産地内での商品開発にすぐに運用できるようなテーマの設定、テーマに適した講師の紹介、仲介等 

③研究課題関係 

窯業技術センターで実施する経常研究「プロジェクト型商品開発による事業化支援方法論の研究」に対する助言、指導に関すること 

④職員指導関係 

上記を通じた、職員に対する事業化支援ノウハウに対する助言、指導に関すること 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 29年度 4,678 千円 

   

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 クリエイティブレジデンシー事業 

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） 

平成 26年度から 3か年にわたって実施した有田焼創業４００年事業のなかで、オランダとの連携等によるプラットフォーム形成プロジェクト

（2016/project）に取り組んだが、この事業は海外でも評価され、必要とされる有田焼を提供し続けるため、世界のクリエイターが集積する

プラットフォームを形成することを目的としている。 

このプロジェクトにおいては、「人的交流」、「商品開発」及び「（人材集積のための）空間づくり」を行っていくこととしており、平成 28 年度

からアーティスト・イン・レジデンス事業に取り組んでいる。海外からアーティストとデザイナー各１名が３ヶ月有田に滞在し、作品を制作する事に

よって、有田で受け入れる体制の仕組みを構築、実施する。 

 

本プロジェクトをさらに 3 年間継続的に実施することにより有田でのプラットフォーム形成の実現を目指す。 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 28年度 3,378 千円 

佐賀県 
機関名 嬉野市 

部署名 総合戦略推進部 広報・広聴課 

電話連絡先 0954-66-9115 

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） 

 

●平成 31年 2 月 23 日（土）・24 日（日）「URESHINO DESIGN WEEK 2019」開催／嬉野市体育館 来場者 1,000名 

 ・テーマ「忍者」 

  嬉野デザインウィークは、「うれしの茶」「嬉野温泉」「肥前吉田焼」など、歴史的伝統文化が息づく佐賀県嬉野市、その伝統を 

後世につなぎ、今後、国内外の観光誘致や創造的な人材が集う活動拠点へと発展させていくため、新たに観光資源として着目され 

ている嬉野の「忍者」をテーマに事業を行った。 

・主催：嬉野デザインウィークコンソーシアム（嬉野市、嬉野市商工会、嬉野温泉観光協会、佐賀銀行嬉野支店、佐賀新聞社） 

/Japan Design Week、共催：特定非営利法人九州忍者保存会（同時開催イベント「第 4 回うれしの温泉忍者フェスタ」実施） 

 ・主な実施内容 

  ①忍者デザインアワード・・・イタリア・ミラノのデザインサイト「デザインブーム」と連携し、「忍者」をテーマとした国際デザインコンペティ

ションを実施。国内外より集まった作品 50点のパネル展示を行った。 

②嬉野忍者ダンスプロジェクト・・・市民参加によるダンスで盛り上げようと、地域のダンス愛好者によって「忍者」をテーマとした創作ダ 

ンスパフォーマンスを実施。ゲストとして人気振付ユニット「振付稼業 air：man」を招聘し、その他忍者専門家などによる審査評論を行っ 

た。 

●地域連携事業：青森県弘前市、大鰐町、田舎舘村が連携して商品開発、観光コンテンツ開発などを行い、観光客数や観光消費額の底上げ 

を図るものとして実施。今回は 4市町連携による①アップルティーの商品開発と、そのアップルティーに合う各自治体の特産品を生かした 

②自治体連携スイーツ開発ワークショップを行い、本市からは地元酒造の酒粕を使ったショコラを開発した。 

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 10,000千円 

   

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、新製品開発や技術的な課題解決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３０年度実績： 

「３Ｄ技術を利用した角形状食器の変形を予防する技術研究」 

「角形状食器の変形予防技術の確立」 

「複雑な形状をした３Ｄデータの陶磁器製品再現技術の検討」 

「３Ｄ加工機を利用した精密な陶磁器製品製造技術の開発」 

「畳の端材を活用した新たな商品の開発」他 

 

■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３０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３１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 産業労働部 企業振興課／窯業技術センター 

電話連絡先 095-895-2637  ／  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、平成２９年度から３１年度までは「デザイン力強化支援事業」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。 

 設  立：平成２３年７月 

 会  長：松尾慶一 氏（白山陶器㈱代表取締役社長） 

 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 ２１４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２０１９ 

 第９回目となる令和元年度は、県内で企画・開発・製造された製品のうち、反復生産可能なもので平成３０年４月１日から平成３１年３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１８点、入選３５点を選出した。 

 募集期間：令和元年６月３日（月）～７月３１日（水） 

 応募総数：１３３点 

 選定委員:山村真一 氏（㈱コボ 代表取締役社長） 

下川一哉 氏（意と匠研究所 代表） 

      辰野しずか 氏（㈱Shizuka Tatsuno Studio代表取締役） 

      永井敬二 氏（㈲ケイ＆デザインアソシエイツ代表） 

      増永明子 氏（マスナガデザイン部 代表） 

      山田英二 氏（福岡デザイン専門学校 特別講師） 

 表 彰 式：令和元年１１月１３日（水） 

 展 示 会：令和元年１１月１３日（水）～１１月１９日（火） 

 場  所：長崎県庁１階エントランスホール（表彰式）、長崎県美術館１階エントランスロビー（展示会） 

 主  催：長崎県産業デザインネットワーク 

 共  催：長崎県 

 

■デザインアワード展示販売会 

 期  日：令和元年１１月１３日（水）～１４日（木） 

 場  所：長崎県庁１階エントランスホール 

 出展企業：デザインアワード 2019受賞企業 16者 

 

■デザインワークショップ in 壱岐 

 期  日：平成３０年１１月５日（日） 

 場  所：長崎県壱岐市商工会 ２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（㈱デザイン・スーパーマーケット 代表取締役） 

           中村圭太 氏（PRISM！ 代表） 

 

■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：４６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 31 年度まで継続予定 平成２９年度 3,567 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 095-895-2637  ／  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、平成２９年度から３１年度までは「デザイン力強化支援事業」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。 

 設  立：平成２３年７月 

 会  長：松尾慶一 氏（白山陶器㈱代表取締役社長） 

 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 ２１４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２０１９ 

 第９回目となる令和元年度は、県内で企画・開発・製造された製品のうち、反復生産可能なもので平成３０年４月１日から平成３１年３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１８点、入選３５点を選出した。 

 募集期間：令和元年６月３日（月）～７月３１日（水） 

 応募総数：１３３点 

 選定委員:山村真一 氏（㈱コボ 代表取締役社長） 

下川一哉 氏（意と匠研究所 代表） 

      辰野しずか 氏（㈱Shizuka Tatsuno Studio代表取締役） 

      永井敬二 氏（㈲ケイ＆デザインアソシエイツ代表） 

      増永明子 氏（マスナガデザイン部 代表） 

      山田英二 氏（福岡デザイン専門学校 特別講師） 

 表 彰 式：令和元年１１月１３日（水） 

 展 示 会：令和元年１１月１３日（水）～１１月１９日（火） 

 場  所：長崎県庁１階エントランスホール（表彰式）、長崎県美術館１階エントランスロビー（展示会） 

 主  催：長崎県産業デザインネットワーク 

 共  催：長崎県 

 

■デザインアワード展示販売会 

 期  日：令和元年１１月１３日（水）～１４日（木） 

 場  所：長崎県庁１階エントランスホール 

 出展企業：デザインアワード 2019受賞企業 16者 

 

■デザインワークショップ in 壱岐 

 期  日：平成３０年１１月５日（日） 

 場  所：長崎県壱岐市商工会 ２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（㈱デザイン・スーパーマーケット 代表取締役） 

           中村圭太 氏（PRISM！ 代表） 

 

■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：４６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 31 年度まで継続予定 平成２９年度 3,567 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 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３０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「陶磁器×異素材のテーブルコーディネイト」 

（①波佐見焼×燕三条カトラリー、②波佐見焼×山中塗、③波佐見焼×阿波和紙） 

 
 

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３０年４月～平成３１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３０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 

令和元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 

令和２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、感じてもらうためのセミナ

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 

令和２年度も継続して実施予定 - - 
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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 

令和２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、感じてもらうためのセミナ

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 

令和２年度も継続して実施予定 - - 

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 一般社団法人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「一般社団法人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。  

   

一般社団法人くまもとデザイン協議会  

  

会長：下田 眞一郎   会員：20 名（団体の会員を含む）  

  

主な活動： 

■「DESIGN EXPO 展」への参画 

      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  

 ■「地域（マチ）を創るデザイン」展 開催 

   2019年 5月 31 日～6月 1日  セミナー参加 152 名、交流会参加 60 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 

令和 2 年度も継続して実施予定 - - 

   

大分県 
機関名 大分市 

部署名 商工労働観光部商工労政課 

電話連絡先 097-585-6011 

事業名 クリエイティブ産業育成事業「おおいたデザイン・エイド」 

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） 

大分市では、「クリエイティブ産業の裾野の拡大」「市内クリエイターの育成」「クリエイターの発想・技術を活用した企業の販路拡大」を図る

ことを目的に、クリエイティブ産業育成事業「おおいたデザイン・エイド」を実施しています。 

＜事業の 2 本柱＞ 

■クリエイティブセミナー 

2018 年度 
10 月 28 日 中川 政七氏 「経営とデザインの幸せな関係」 

2月 16日 色部 義昭氏 「目印と矢印～グラフィックデザインができること～」 

2019 年度 

7月 28 日 白水 高広氏 「デザインとお金のしくみ」 

8 月 17日 小板橋 基希氏 「デザインのチカラ」 

9月 14日 新山 直広氏 「次を継ぐ-地域でデザインを生業にするということ-」 

■パッケージデザインコンテスト 

パッケージデザインに悩みを抱えている市内中小企業から提供された実際の商

品を課題に、大分県内（2018 年度は大分市内）のクリエイターを対象に作品を募

集し、優秀作品を表彰するとともに商品化に取り組みます。 

2019年度については、商品化した後の販路拡大までを一貫支援するため、「第27

回グルメ＆ダイニングスタイルショー春 2020」に「おおいたデザイン・エイド」とし

て出展します。 

2018 年度：課題数 9、応募作品数 127 ／ 2019年度：課題数 6、応募作品数 84 

＜参考 URL＞ https://oita-designaid.jp/ 
次回実施予定 開始年度 

補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 30年度 9,366 千円 

2018年度コンテスト最優秀作品 

コンテストによって企業とデザイナ

ーが出会い、課題商品だけでなく

すべての商品のデザインを見直す

きっかけとなった。 

事業ロゴマーク 

【実際の商品化につながった事例】 
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宮崎県 

機関名 宮崎県 

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 フードビジネス推進基盤強化事業 

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） 

フードビジネスに取り組む事業者からの様々な相談に適切に対応するため、ワンストップの総合相談窓口として「みやざきフードビジネス相

談ステーション」を設置し、関係支援機関とも連携を図りながら、事業者の事業拡大等の支援を行っている。 

 

○ デザイナーズバンクの設置 

フードビジネスに取り組む事業者からのデザインに関する相談に対して、みやざきフードビジネス相談ステーションが登録しているデザ

イナーを紹介。 

➢ 登録デザイナー数：２１事業者 

➢ 対象デザイン:加工品や成果物のパッケージデザイン、ＰＯＰや販促資材に係るデザイン、リーフレットやウェブデザイン など 

➢ デザインに関する相談件数：１４６件／平成３０年度実績（全相談件数 1,701 件） 

○ その他 

➢ 本事業は、公益財団法人宮崎県産業振興機構に委託して実施している。 

➢ 本事業に係る情報が掲載されている UPL ： 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 

令和２年度も継続して実施予定 平成２５年度 46,000 千円 

   

宮崎県 

機関名 宮崎県 

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（フードビジネス部門） 080-3978-7122 
宮崎県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） 

フードビジネスの振興を担う人材の育成を図るため、経営後継者や幹部、若手社員といった各階層や職務などに応じた商品開発や販路開 

拓などのセミナーの一環として、デザイン関連の講座を実施している。 

 

○ パッケージデザインに関する講座（平成３０年度実績） 

➢ 「思わず手に取る！パッケージデザインと包装容器の仕組み」 

   実施機関：平成３０年９月～１０月 ／ 実施回数：４回 

○ その他 

➢ 本事業は、民間会社に委託して実施している。 

➢ 本事業に係る情報が掲載されている UPL ： httpｓ:/www.miyazaki-fba.com/ 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２７年度 55,000 千円 
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宮崎県 

機関名 宮崎県 

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 フードビジネス推進基盤強化事業 

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） 

フードビジネスに取り組む事業者からの様々な相談に適切に対応するため、ワンストップの総合相談窓口として「みやざきフードビジネス相

談ステーション」を設置し、関係支援機関とも連携を図りながら、事業者の事業拡大等の支援を行っている。 

 

○ デザイナーズバンクの設置 

フードビジネスに取り組む事業者からのデザインに関する相談に対して、みやざきフードビジネス相談ステーションが登録しているデザ

イナーを紹介。 

➢ 登録デザイナー数：２１事業者 

➢ 対象デザイン:加工品や成果物のパッケージデザイン、ＰＯＰや販促資材に係るデザイン、リーフレットやウェブデザイン など 

➢ デザインに関する相談件数：１４６件／平成３０年度実績（全相談件数 1,701 件） 

○ その他 

➢ 本事業は、公益財団法人宮崎県産業振興機構に委託して実施している。 

➢ 本事業に係る情報が掲載されている UPL ： 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 

令和２年度も継続して実施予定 平成２５年度 46,000 千円 

   

宮崎県 

機関名 宮崎県 

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（フードビジネス部門） 080-3978-7122 
宮崎県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） 

フードビジネスの振興を担う人材の育成を図るため、経営後継者や幹部、若手社員といった各階層や職務などに応じた商品開発や販路開 

拓などのセミナーの一環として、デザイン関連の講座を実施している。 

 

○ パッケージデザインに関する講座（平成３０年度実績） 

➢ 「思わず手に取る！パッケージデザインと包装容器の仕組み」 

   実施機関：平成３０年９月～１０月 ／ 実施回数：４回 

○ その他 

➢ 本事業は、民間会社に委託して実施している。 

➢ 本事業に係る情報が掲載されている UPL ： httpｓ:/www.miyazaki-fba.com/ 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２７年度 55,000 千円 

宮崎県 
機関名 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） 

 

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、顧客の視点・ニーズを取り入れた独自性の高い商品開発に取り組むための

手法を用い、実践的なデザイン技術支援を行う。 

 

（１）県内企業のための新商品開発や食品パッケージデザインなど地域企業のブランド開発支援 

（２）県内地域資源活用や技術特性を活かした新製品開発へのデザイン支援を行う。 

（３）県内企業訪問によるデザイン支援等  

（４）技術相談や設備利用等の技術支援 

（５）みやざきデザインセミナー開催 

 

＜参考 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 

令和元年度も継続して実施予定 平成１２年度 ７４６千円 

   

宮崎県 
機関名 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・販促ツールデザイン活用分科会） 

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） 

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。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・セミナー等を開催する。 

 

平成 30年度実績 

○ブランドデザイン分科会 平成３０年度「みやざきデザインセミナー」 

期 日：平成 30 年 11月３日（土） 場 所：宮崎県企業局 県電ホール 

１）宮崎のデザイン活動事例紹介 ： 『高鍋デザインプロジェクト「まんぷく高鍋」のデザイン』 

 講師：黒田シホ氏、「まんぷく高鍋」クリエイティブチーム 

２）特別講演 ： 『マーケティング＆ブランディング』 ＝面白いのに役に立つ！真実の実践テクニックを大公開＝ 

 講師：永澤仁氏 クリエイティブディレクター 

３）デザイン交流会 ： 参加者数（５０機関６２名） 

上記を含めて、計３回の分科会を開催した。（参加総数：84 機関 114名） 

 

○販促ツールデザイン活用分科会 

事業創造におけるデザインの役割の講演会など、計２回（参加総数 32名）の分科会を開催した。 

 

＜参考 URL＞ https://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 

令和元年度も継続して実施予定 平成１２年度 ２７６千円 
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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 

  県内食品関連企業における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，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） 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 

（３） 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） 

（４） 事例集 

・内容：県内のデザイン開発事例を取りまとめた事例集を発行し，県内中小企業のデザイン活用を促進 

（対象：県内食品関連企業，商工団体等に配布） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和元年度で事業終了 平成 29年度 11,000 千円 

   

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）レーザ加工型板による新しい陽刻技法を用いた薩摩焼の研究 

これまで開発した薩摩焼用型板に，さらに複数の加工技術を組み合わせ，新しい型板を開発する。 

また型板を用いた薩摩焼と県内の大島紬や川辺仏壇などの伝統技術を複合させた工芸品を開発する。 

 

（２）高齢者用屋外木製ベンチの開発 

   県産材を活用し，高齢者が座りやすく，立ちやすい，そして高齢者に優しい，屋外木製ベンチを開発する。 

 

２ 研究会支援事業 

（１）薩摩焼型板研究会（18 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。 

 

（２）高齢者用木製ベンチ研究会（11社加盟） 

   筋力の弱った高齢者が，家庭の庭で活動する合間で一時，安らぐことができるベンチ，家族が集まって団らんの中心となるベンチを開

発する。そして，外で活動するライフワークを推進し，高齢者の健康増進を目指すと共に，ベンチを商品化することで，建具，家具関連業

界の活性化を図る。 

 
 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 令和元年度 1,979千円 
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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 

  県内食品関連企業における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，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） 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 

（３） 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） 

（４） 事例集 

・内容：県内のデザイン開発事例を取りまとめた事例集を発行し，県内中小企業のデザイン活用を促進 

（対象：県内食品関連企業，商工団体等に配布） 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和元年度で事業終了 平成 29年度 11,000 千円 

   

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）レーザ加工型板による新しい陽刻技法を用いた薩摩焼の研究 

これまで開発した薩摩焼用型板に，さらに複数の加工技術を組み合わせ，新しい型板を開発する。 

また型板を用いた薩摩焼と県内の大島紬や川辺仏壇などの伝統技術を複合させた工芸品を開発する。 

 

（２）高齢者用屋外木製ベンチの開発 

   県産材を活用し，高齢者が座りやすく，立ちやすい，そして高齢者に優しい，屋外木製ベンチを開発する。 

 

２ 研究会支援事業 

（１）薩摩焼型板研究会（18 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。 

 

（２）高齢者用木製ベンチ研究会（11社加盟） 

   筋力の弱った高齢者が，家庭の庭で活動する合間で一時，安らぐことができるベンチ，家族が集まって団らんの中心となるベンチを開

発する。そして，外で活動するライフワークを推進し，高齢者の健康増進を目指すと共に，ベンチを商品化することで，建具，家具関連業

界の活性化を図る。 

 
 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 令和元年度 1,979千円 

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 クリエイティブ産業創出支援事業 

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） 

 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 2019」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：令和元年 7月 1日（月）～9月 30日（月） 

・大瀬商店オリジナルの大島紬製品のトータルブランドデザイン 

  ・女性をターゲットにした焼酎のラベルデザイン 

  ・「桜島ミュージアム」のロゴマークのデザイン 

  ・「乳酸菌ソフトアメ」のパッケージデザイン 

  ・「地球畑」のブランドトータルデザイン 

  ・燃料電池自動車（FCV）の車体ペイントデザイン 

 ○応募総数：478 作品 

 ○最終審査及び表彰式：令和元年 12 月 26 日（木）、城山観光ホテルにて実施     

■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。 

 ○「広告なしで 50 万回再生！小さな会社がユーチューブで認知を広げる５つのコツ！」 

  ・日時：令和元年 9月 9 日（月）18 時～20 時 ・場所：ソーホーかごしま会議室 

  ・講師：里田剛氏（メディアフォーユー株式会社代表取締役、企業映像コンサルタント） 

 

＜参考 URL＞ https://kagoshima-design.jp/2019/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２５年度 9,896 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） 

本市のクリエイティブ人材の活用を促進するため、本市デザイナー等のクリエイティブ人材と市内や

首都圏等の企業とのビジネスマッチングを行うもの。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。 

 

■かごしまクリエイターズオーディション 

【東京開催】 

 ○日時：平成 30 年 7月 17 日（火）19時～21 時 

 ○場所：3331Arts Chiyoda 

 ○参加者：企業 13 者、発表クリエイター3名 

【鹿児島開催】 

 ○日時：平成 30 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、発表クリエイター11 名 

 

＜参考 URL＞ https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-sousyutu/sangyo/shokogyo/design/kureieta-zu_o-dhishonn2018.html 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和元年度以降はクリエイティブ産業創出拠点施設企画運営事業にて継続して
実施予定 

平成２９年度 1,753 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：令和元年 8月 19日（月）19 時～21時 ○場所：㈱CINRA ○参加者：30 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：令和元年 11月 7 日（木）～11 月 9 日（土） ○参加者：９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 5 件程度 （2）事業所改修費用及び設備投資費用 3件程度 

＜参考 URL＞ https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-sousyutu/sangyo/shokogyo/design/creative-life-hojyokinn2019.html 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２８年度 4,947 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 鹿児島×渋谷クリエイティブ・シンポジオン開催事業 

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） 

 観光・文化交流協定を締結している渋谷区の協力を得て、同区において、クリエイティブ産業の振興をテーマとしたイベントを開催し、本市

のクリエイティブ産業振興に係る取組等を全国へ情報発信する。 

 

■鹿児島×渋谷クリエイティブ・シンポジオン開催 

○日時：令和 2年 1月 24 日（金）～26日（日） 

○場所：渋谷ヒカリエ 8F 8／コート 

〇内容： ①トークセッション 登壇者：鹿児島市長、渋谷区長、著名なクリエイター 

②デザイン展   展示内容：かごしまデザインアワード受賞作品等 

 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-sousyutu/sangyo/shokogyo/design/kagoshima-shibuya-creative-shinnpojion2019.html 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 令和元年度 7,726 千円 

UIJターンイベント 
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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：令和元年 8月 19日（月）19 時～21時 ○場所：㈱CINRA ○参加者：30 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：令和元年 11月 7 日（木）～11 月 9 日（土） ○参加者：９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 5 件程度 （2）事業所改修費用及び設備投資費用 3件程度 

＜参考 URL＞ https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-sousyutu/sangyo/shokogyo/design/creative-life-hojyokinn2019.html 

 

次回実施予定 開始年度 
補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成２８年度 4,947 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 鹿児島×渋谷クリエイティブ・シンポジオン開催事業 

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） 

 観光・文化交流協定を締結している渋谷区の協力を得て、同区において、クリエイティブ産業の振興をテーマとしたイベントを開催し、本市

のクリエイティブ産業振興に係る取組等を全国へ情報発信する。 

 

■鹿児島×渋谷クリエイティブ・シンポジオン開催 

○日時：令和 2年 1月 24 日（金）～26日（日） 

○場所：渋谷ヒカリエ 8F 8／コート 

〇内容： ①トークセッション 登壇者：鹿児島市長、渋谷区長、著名なクリエイター 

②デザイン展   展示内容：かごしまデザインアワード受賞作品等 

 

＜参考 URL＞ 

https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-sousyutu/sangyo/shokogyo/design/kagoshima-shibuya-creative-shinnpojion2019.html 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 令和元年度 7,726 千円 

UIJターンイベント 

 

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拠点施設企画運営事業 

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） 

クリエイティブ産業の振興を図り、地域経済の活性化に資するため、クリエイティブ人材等の育成、多様な事業者等との交流等を行う拠点

施設「マークメイザン」の企画運営を行う。 

■施設の基本的機能 

  ①クリエイティブ人材育成 

  ・クリエイティブ人材育成セミナー等の開催 

  ・事業者間のマッチングイベントの開催、ビジネスマッチング専用 WEB サイトの運営、 

・定期的な企業等訪問等 

  ②コミュニティ形成 

  ・コミュニティ形成のためのイベント及びワークショップの開催 

  ・首都圏等のクリエイティブ事業者とのネットワーク構築業務 

③情報発信 

  ・施設案内パンフレット等の作成、公式 WEB サイト運営 

・クリエイターの作品展示会等の開催 

  ・鹿児島市の地域ブランド、クリエイティブ事業者の技術や取組等を首都圏等へ情報発信 

■入居室等  ①入居室 24 室  ②シェアオフィス 6 スペース 

■利用登録者数 1,267 名（平成 31 年 2 月～令和元年度 12月末） 

■セミナー・ワークショップ・ビジネスマッチングイベント（全 36 回開催予定。①②は 12 月末時点の開催実績） 

  ①セミナー 8 回・194 人参加   ②ワークショップ 4回・102人参加 

＜参考 URL＞ https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-sousyutu/sangyo/shokogyo/design/mark-meizan.html 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和２年度も継続して実施予定 平成 30年度 72,665千円 

   

九州 
経済産業局 

機関名 九州経済産業局 

部署名 産業部 サービス産業室 

電話連絡先 092-482-5511 

事業名 平成３０年度地域中小企業のための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） 

 
 
 

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 1,780 千円 

  

●セミナー開催を通して「デザイン経営」の手法や

考え方を、企業、デザイナー、支援機関等の参加者

に周知し、中小企業の「デザイン経営」手法の活用

による競争力強化に向けた機運醸成を図った。 

●九州管内の企業とデザイナー

が連携し、企業課題を解決した事

例をとりまとめた「九州デザイン

ファイル」 

 
●「デザイン経営」をテーマとしたセミナー開催 

・経営とデザインのあり方をさぐるセミナー 

日時：平成 30年 10 月 11日（木） 

・経営とデザインの未来を拓くセミナー 

日時：平成 31 年 2月 15 日（金） 

主催:九州経済産業局 

後援:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

宮崎県、鹿児島県 

会場：福岡アジア美術館「あじびホール」   

参加：約 100 名 

 

●「デザイン経営」をテーマとした中小企業向け

事例紹介冊子「九州デザインファイル」の作成 

発行：平成 31 年 2月 15 日（金） 

https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/ryutsu

/oshirase190220.html 
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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 サービス産業室 

電話連絡先 092-482-5511 

事業名 令和元年度「デザイン経営」手法を活用した地域中小企業等支援方策調査事業 

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） 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

― 令和元年度  5,940 千円 

企業とデザイナーの連携による企業のブランド力、イノベーション力の向上を目的として、企業向けの「デザイン経営のパートナーを見

つけるプロジェクト」とデザイナー向けの「企業を救えるデザイナーになるプロジェクト」を実施。 

デザイン経営に関するセミナー、説明会や、連携を希望する企業・デザイナー双方からのプレゼン会、デザイナースキル向上のための知

財勉強会やプレゼン力向上塾等もあわせて開催し、企業とデザイナーの連携促進による「デザイン経営」の実現を目指す。 
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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 サービス産業室 

電話連絡先 092-482-5511 

事業名 令和元年度「デザイン経営」手法を活用した地域中小企業等支援方策調査事業 

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） 

 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

― 令和元年度  5,940 千円 

企業とデザイナーの連携による企業のブランド力、イノベーション力の向上を目的として、企業向けの「デザイン経営のパートナーを見

つけるプロジェクト」とデザイナー向けの「企業を救えるデザイナーになるプロジェクト」を実施。 

デザイン経営に関するセミナー、説明会や、連携を希望する企業・デザイナー双方からのプレゼン会、デザイナースキル向上のための知

財勉強会やプレゼン力向上塾等もあわせて開催し、企業とデザイナーの連携促進による「デザイン経営」の実現を目指す。 

 

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事業者程度（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/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成２３年度 9,820 千円 

 
 
 

  

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 アクティブラーニング型工芸事業力養成事業 

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） 

＜事業概要＞ 

本県には国が指定する伝統的工芸品が１６品目あり、全国第３位を誇る。この伝統工芸を持続的に発展出来る産業として競争力を高める

には、消費者の感性に働きかける魅力のある感性型製品について、工芸事業者自身が発案、企画し、製品開発を進めることが求められる。 

本事業では、「主体的、対話的による深い学び」をキーワードとし、学校教育現場で広く導入されている「アクティブラーニング」の手法を

導入し、現代および将来のニーズに対応する工芸事業者を育成する。 

＜事業内容＞ 育成メニューは指導内容、対象者の別により、以下の２つを実施する。 

・自己プロデュース力、製品開発力を向上させる「①工芸事業企画コース」（12 名/年) 

・二次加工技術（縫製・金細工）を向上させる「②伝統工芸活用技術コース」（5 名/年×2 分野) 

 また、上記の人材育成で活用する工芸ソフト情報について、工芸振興センターにて「事業者育成データ」として整備、蓄積を行う。 

＜支援事業者＞ 

本県で指定されている工芸品目（織物、紅型、漆工、木工芸、陶芸、ガラス、三線）のほか、一般認識として工芸品分野の一つとして認知さ

れるもの（例：金細工、工芸縫製、芭蕉紙、竹細工など）を対象としている。 

応募要件は、本県の①伝統工芸産地組合およびその構成事業者によるグループ、②工芸事業所（個人事業者を含む）により構成されたグ

ループとなっている。 

上記の分野に対し公募を行い、応募者の企画提案（取り組み目標など）について審査し、優れたものについて受入れを決定する。 

＜事業に関する情報が掲載されているサイト URL＞ 工芸価値創造塾 https://www.souzoujuku-okinawa.com/news/ 

次回実施予定 開始年度 補助予算額 
全体予算額 

令和 2 年度も継続して実施予定 平成 30年度 21,145 千円 
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