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特 集
令和3年度パテントコンテスト
/デザインパテントコンテスト表彰式について

知的財産支援センター　担当副センター長　向林伸啓

１．はじめに
　令和４年３月１４日に令和３年度のパテントコンテスト／デザインパテントコンテストの表彰
式が開催されました。令和３年度の表彰式は、会場となる丸の内ＪＰタワー　ホール＆カンファ
レンスと、ＹｏｕＴｕｂｅライブ配信でのハイブリッド開催です。

２．パテントコンテスト／デザイパテントコンテストについて
　表彰式の紹介の前に、パテントコンテスト／デザインパテントコンテストについて紹介いたし
ます。このコンテストは、文部科学省、特許庁、独立行政法人工業所有権情報・研修館（ＩＮＰ
ＩＴ）、そして日本弁理士会が、省庁及び官民の垣根を越えて主催者となり、世界知的所有権機関（Ｗ
ＩＰＯ）が後援する学生向けのコンテストです。高校生、高等専門学校生、大学生等の学生に対し、
知的財産権制度の理解及び活用促進を図ることを目的とした教育の一環として開催しております。
　コンテストでは、応募作品の中から最終選考を通過した作品を、優秀賞（出願支援対象）とし
て表彰しております。優秀賞に選ばれた作品の応募者には、発明者（創作者）として、自らの作
品を特許出願（意匠登録出願）し、特許権（意匠権）の取得までを体験していただく権利が与え
られます。具体的には、日本弁理士会から指導弁理士を派遣し、指導弁理士の指導の下で、出願
書類の作成から権利の取得までを体験していただこうというものです。自らが発明（創作）した
作品に基づいて、出願書類を作成して権利を得ることは、知的財産を学習していく上で得がたい
実体験になると考えております。

 

コンテストの流れ［出典：ＩＮＰＩＴウェブサイト（特設サイト）]
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３．表彰式
　令和３年度のパテントコンテストの応募は７３８作品、その中から３０作品が優秀賞を受賞し、
更に、優秀賞の中から、６作品が特別賞として、選考委員長特別賞、日本弁理士会会長賞、独立
行政法人工業所有権情報・研修館理事長賞、文部科学省科学技術・学術政策局長賞、世界知的所
有権機関賞、新しい生活様式賞を受賞しました。さらに、平成３１年度（令和元年度）の優秀賞
受賞作品で、特許権を活用して事業化に成功している特に優秀な作品「輪ゴム銃」が特別賞とし
て特許庁長官賞を受賞しました。デザインパテントコンテストは、７６６作品の応募から、３０
作品が優秀賞を受賞し、その中から６作品が特別賞を受賞しております。
　令和３年度の表彰式では、特別賞の受賞者である学生さん達を会場に招待しました。表彰式の
ライブ配信は、開始前からＯｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍの「発明家」をＢＧＭとして、優秀賞
受賞作品のスライドが次々と表示される演出で期待が高まります。特別賞の授与は、各賞の代表
者がプレゼンターとなって受賞者に表彰状を贈呈します。選考委員長特別賞では、コンテストの
選考委員長である宇宙飛行士の山崎直子さんがパテントコンテスト／デザインパテントコンテス
トの受賞者にそれぞれ賞状を贈呈し、壇上で対談を行いました。そして、各特別賞の表彰が進行し、
日本弁理士会会長賞では、杉村純子会長がプレゼンターを務め、リモートで参加の馬野滉大さん、
そして遠山千聖さんに賞状が贈呈されました。

 

　　　山崎直子委員長と受賞者の対談（会場）　　　　　　　　　　日本弁理士会会長賞の授与（会場）

　受賞者の皆さまには、会場に設置された大画面モニターを使用して受賞作品についてのプレゼ
ンテーションをしていただきました。作品自体の紹介だけでなく、作品の発想から完成までの経
緯の解説もあり、大変興味深く、また、次回の受賞を狙う方々にとって参考になったのではと思
います。忘れてはならないのは、本コンテストは実際に特許権・意匠権を取得していただくコン
テストです。プレゼンテーションは作品を公知にする行為ですから、発表前に出願が完了してい
なければなりません。素晴らしいプレゼンテーションの裏で、受賞から発表までの短期間で、出
願書類を作成し、出願手続を完了した受賞者の皆さまの頑張りには本当に頭が下がる思いです。
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　　選考委員長特別賞のプレゼンテーション（ライブ配信）　　　特許庁長官賞受賞作品のプレゼンテーション（ライブ配信）

　表彰の後は、選考委員会の副委員長であり、本コンテストの立上から尽力された飯田昭夫弁理
士により、鋭くも暖かい全体講評が行われました。
　最後は、再び山崎委員長が登壇して、特別講演と学生さん達との意見交換です。大画面モニター
に映し出される宇宙船内部、宇宙空間などのスライドを駆使し、宇宙飛行士としての体験談を交
えた特別講演、そして学生さん達からの質問に対する未知の生命、ＳＤＧｓなどの解説は科学番
組さながらです。若い学生さん達には、宇宙に、未来に希望をもっていただけたのではと期待し
ています。

　　　　　 飯田副委員長の全体講評（会場）　　　　　　　　　　　山崎委員長の解説（ライブ配信）

４．最後に
　以前の表彰式は、受賞者全員と随伴者を会場に招待し、大きな規模で開催しておりました。し
かしながら、コロナ禍で、一昨年度は中止、昨年度は完全オンラインでの開催となり、この度、
会場とオンラインのハイブリッド開催となりました。まだまだ不透明な状況は続きますが、コロ
ナ禍だからこそ生まれた発明、デザインも増えてきており、若い世代により未来が創造されてい
くのを実感します。この記事を読んでいただいた学生、学校関係者の方々には是非とも応募をご
検討いただけますよう期待しております。また、弁理士の方々には、コンテストの運営にご参加・
ご協力いただけますようお願いします。

　表彰式の様子は、ＩＮＰＩＴの特設サイトのリンクからご覧いただけます。
ホーム＞知的財産人材の育成＞パテントコンテスト／デザインパテントコンテストの開催＞令和３年度 パテント
コンテスト／デザインパテントコンテスト＞表彰式のお知らせ＜YouTubeライブ配信 開始＞
https://www.inpit.go.jp/jinzai/contest/info_20220217.html

特集／令和 3 年度パテントコンテスト / デザインパテントコンテスト表彰式について
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「知的財産特別授業」松原市立恵我南小学校
１．日時：令和 4 年 5 月 6 日（金）　９：３５～１１：２５
２．場所：松原市立恵我南小学校 
３．出席者：6 年生 2 クラス 39 名
４．講師：関西会　竹口美穂会員、三方英美会員
５．内容：
　今回訪問した松原市立恵我南小学校は、近鉄恵我ノ荘駅から北西へ徒歩で１０分程のところ
にありました。当日は朝からとても天気がよく、住宅街を気持ちよく歩いていると、松原市民
図書館の隣にある小学校に到着しました。
　今回は、発明工作授業「回転台」のコンテンツを、６年生２クラス３９名に対してさせてい
ただきました。知財授業を行う教室に、最初に入ってきた児童が、「よろしくお願いします。」
と元気よく挨拶してくれ、その後、児童達みんなが元気に入ってきてくれました。
始めに、竹口会員が、児童達に、弁理士のことや発明のことについて質問したところ、弁理士
のことを知っている児童は、残念ながらいませんでしたが、「発明」のことや「著作権」のこ
とを知っている児童達が多くいました。
　次に、工作に取りかかると、みんな興味を持って、積極的に参加してくれました。すぐに、
回転させることができる仕組みを考え、「できた！」と見せてくれた児童がいました。ビー玉
１個をお皿の中心に固定し、上に台紙をおいただけのものですが、ちゃんと回転したので、省
エネタイプで簡易なものとして、良い作品であったと思います。
　また、他の児童達も、色々とアイデアを思いつき、素晴らしい作品を作ってくれました。上
の回転する台紙がずれないように中心に軸を作ったもの、回転台を回しやすいように上の台紙
に取手をつけたもの、ビー玉を入れていた紙コップを利用したもの、見本の回転台の仕組みを
じっくり観察して、同じような構造としたものなどがありました。
作ってみたものの、上手くいかなかったときに、問題点を解決しようと、次のアイデアを考え
ている児童がたくさんいました。
　今回、途中２０分間の休憩時間を挟んで、９０分の授業時間をいただいていましたので、ゆっ
くり考えてもらう時間があるのではないかと思っていたのですが、あっという間に終わりの時
間になってしまいました。
　今回の発明工作授業を通して、多くの児童が発明に興味を持ち、将来、多くの発明家が誕生
してくれることを期待します。

6月までの支援活動1
6 月までの支援活動 / 関西会

関 西 会関 西 会
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発想力豊かな児童達と工作を行う講師

関西会知財授業担当　三方英美

6 月までの支援活動 / 関西会
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支援活動一覧表（7 月から）2
2.　支援活動一覧表（7 月から）／相談

※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の適用により中止または延期になっている場合がご
ざいます。

 相　談
北海道会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

北海道 毎週火・金曜日 常設知的財産相談室 北海道会事務所 北海道会所属
弁理士

東北会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

岩手

22.07.20 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 東田潔

22.08.17 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 野崎俊剛

22.09.14 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 村雨圭介

22.10.12 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 丸岡裕作

22.11.09 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 東田潔

22.12.14 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 村雨圭介

23.01.18 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 野崎俊剛

23.02.08 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 船越巧子

23.03.08 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 丸岡裕作

宮城 毎週火曜日
（13:00 ～ 16:00） 常設知的財産相談室 東北会事務所 東北会所属弁理

士

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

埼玉

22.04.01 ～
23.03.31

士業専門家による無料相談会（埼玉県産
業振興公社）

創業 ・ ベンチャー支援センター埼
玉 埼玉委員会委員

22.04.01 ～
23.03.31

埼玉県農業経営・就農支援センター（埼
玉県農業経営相談所）専門家候補者

（ 公社 ） 埼玉県農林公社 ・ 各農林振
興センター （８ か所 ）、農業者宅等、
またはオンライン

飯塚道夫
石塚勝久

千葉

22.07.05 
22.08.02 
22.09.06 
22.10.04 
22.11.01 
22.12.06 
23.01.10 
23.02.07 
23.03.07

2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(木更津商工会議所) 木更津商工会議所 矢上礼宣 

高橋昌義

北陸会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

石川 22.07.13 常設知的財産相談室 北陸会事務所 宮本一浩
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2.　支援活動一覧表（7 月から）／相談

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

千葉

22.07.06 
22.07.20 
22.08.03 
22.08.17 
22.09.07 
22.09.21 
22.10.05 
22.10.19 
22.11.02 
22.11.16 
22.12.07 
22.12.21 
23.01.04 
23.01.18 
23.02.01 
23.02.15 
23.03.01 
23.03.15

2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(佐倉商工会議所) 佐倉商工会議所

八木田智 
高田大輔 
山川啓 
浅井淳

22.07.06 
22.08.03 
22.09.07 
22.10.05 
22.11.02 
22.12.07 
23.02.01 
23.03.01

2022度(一社)千葉県発明協会相談室(市
川商工会議所) 市川商工会議所 若田充史 

砂川恵一

22.07.07 
22.07.21 
22.08.04 
22.08.18 
22.09.01 
22.09.15 
22.10.06 
22.10.20 
22.11.10 
22.11.17 
22.12.01 
22.12.15 
23.01.19 
23.02.02 
23.02.16 
23.03.02 
23.03.16

2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(船橋商工会議所) 船橋商工会議所

田久保泰夫 
加藤義博 
日向麻里 
浅井淳 
加藤義博 
高松武生 
高橋洋平

22.07.19 
22.08.16 
22.09.20 
22.10.18 
22.11.15 
22.12.20 
23.01.17 
23.02.21 
23.03.28 
22.06.14 
22.08.09 
22.10.11 
22.12.13 
23.02.14 
23.03.28

2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(習志野商工会議所) 習志野商工会議所 中村裕行 

角田朗

22.07.26 
22.08.23 
22.09.27 
22.10.25 
22.11.22 
22.12.27 
23.01.24 
23.02.28 
23.03.28

2022年度弁理士による特許無料相談会
（東葛テクノプラザ） 東葛テクノプラザ

加藤義博 
高橋昌義 
八木田智 
日向麻里 
矢上礼宣 
浅井淳 
高田大輔 
松本龍太郎 
山川啓

22.08.09 
22.10.11 
22.12.13 
23.02.14

2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(成田商工会議所) 成田商工会議所 相田悟 

高橋昌義
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関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

東京

毎週月～金 
10:00 ～ 12:00 
14:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室 弁理士会館 関東会所属弁理
士

22.04.01 ～
23.03.31 令和4年度台東区商工相談 台東区中小企業振興センター

竹澤誠 
吉田信彦 
澁川喜和夫 
藤岡茂

22.07.14 
22.08.04 
22.09.08

2022年度上期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター又はオン
ライン

濱田修 
保坂俊 
本谷孝夫

22.07.14 
22.09.08 
22.10.13 
22.11.10 
22.12.08 
23.01.12 
23.02.09 
23.03.09

2022年度東京商工会議所専門相談員 東京商工会議所中小企業相談セン
ター

斎藤理絵 
上田精一 
深澤潔 
澁川喜和夫 
本谷孝夫 
松本慎一郎 
相原礼路 
藤岡茂

22.07.19 
22.08.16 
22.09.20

2022年度上期多摩地域無料知的財産相
談会

たましん事業支援センター（Win セ
ンター）又はオンライン

森山朗 
本谷孝夫 
三原秀子

22.07.22
22.08.26
22.09.30

2022 年度上期 BusiNest 無料知的財産
相談会 BusiNest 内会議室又はオンライン

高原千鶴子 
深澤潔 
本谷孝夫

22.09.17 第27回「暮らしと事業のよろず相談会」 新宿駅西口広場イベントコーナー 東京委員会委員

22.09.23 第8回府中市事業と暮らしの無料相談会 ルミエール府中市民会館 東京委員会委員
22.10.28 
23.02.27 
23.03.24

2022年度豊島区専門家合同相談室 豊島区役所本庁舎 4 階東側　面接・
相談室 東京委員会委員

神奈川

22.07.08 
22.07.22 
22.08.10 
22.08.26 
22.09.09 
22.09.22 
22.10.14 
22.10.28 
22.11.11 
22.11.25 
22.12.09 
22.12.23 
23.01.13 
23.01.27 
23.02.10 
23.02.24 
23.03.10 
23.03.24

神奈川県立川崎図書館令和 4 年度知的財
産相談事業

神奈川県立川崎図書館　知財スポ
ット

藤巻正憲
砂場哲郎
青木充
鈴木健治
後藤仁志
山口康明
西山恵三
三宅康雅
高原千鶴子
金子正彦
大野玲恵

22.07.14 
22.08.18 
22.09.08 
22.10.13 
22.11.10 
22.12.08 
23.01.12 
23.02.09 
23.03.09

令和4年度知財相談窓口（IDEC） （公財）横浜企業経営支援財団相談
窓口 青木充

山梨

22.07.12 
22.08.09 
22.09.13 
22.10.11 
22.11.08 
22.12.13 
23.01.10 
23.02.14 
23.03.14

令和 4 年度弁理士による特許無料相談会
（富士吉田） 富士吉田商工会議所 2 階会議室

田中正男 
望月義時 
堀内正優 
深澤潔

2.　支援活動一覧表（7 月から）／相談
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東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

愛知 月～金 
（13:00 ～ 16:00） 常設知的財産相談室 東海会事務所 東海会所属弁理

士

関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

京都
月～金
(10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00)

「特許・商標等」の無料相談 
（要予約・個人面談方式） 
※対面または電話での相談 
※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措
置等の期間中は電話相談のみ開催

京都府北部：舞鶴商工会議所 
京都府中部：担当弁理士の事務所又
はオフィス‐ワン四条烏丸 
京都府南部：京田辺市商工会館

京都地区会所属
弁理士

大阪
月～金
(10:00 ～ 12:00、
14:00 ～ 16:00)

常設知的財産相談室 
（要予約・個人面談方式）　 
※電話相談とウェブ相談のみ開催 
※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措
置等の期間中はウェブ相談のみ開催

関西会事務所 関西会所属弁理
士

奈良
月～金
(10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00)

知的財産無料相談 
（要予約・個人面談方式）
※電話相談のみ開催

奈良県北部：アクティ奈良 
奈良県中部：橿原商工会議所 
奈良県南部：五條市商工会

奈良地区会所属
弁理士

中国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

広島 毎週水曜日 
13:00 ～ 15:00 常設知的財産相談室 中国会事務所 中国会所属弁理士

四国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

徳島 第 1 水曜日（偶数月）
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
( 要予約・個人面談方式 ) 徳島県立工業技術センター 四国会所属弁理士

香川
第 2 水曜日
13:00 ～ 15:00

知的財産相談室
( 要予約・個人面談方式 )

丸亀市市民交流活動センター
「マルタス」 四国会所属弁理士

第 2・4 水曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
( 要予約・個人面談方式 ) 四国会事務所 四国会所属弁理士

愛媛

第 1 月曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
( 要予約・個人面談方式 ) 四国中央商工会議所 四国会所属弁理士

第 2 木曜日 ( 奇数月 )
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
( 要予約・個人面談方式 ) 宇和島商工会議所 四国会所属弁理士

第 3 木曜日 ( 奇数月 )
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
( 要予約・個人面談方式 ) 八幡浜商工会議所 四国会所属弁理士

高知 第 3 木曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
( 要予約・個人面談方式 ) 高知県発明協会 四国会所属弁理士

九州会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福岡 毎週木曜日 
10:00 ～ 15:00

常設知的財産相談室 
（要予約・個人面談方式）
※ウェブまたは電話相談
※状況により相談方式の変更あり

九州会事務所 九州会所属弁理士

2.　支援活動一覧表（7 月から）／相談
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 講　演
東北会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

岩手 ６月～８月
（調整中） 令和４年度いわて知的財産権セミナー 岩手県釜石市内（岩手県沿岸広域

振興局内） 東田潔

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

栃木 22.07.14 または
22.09.01 知的財産特別授業 栃木県立足利工業高等学校 高原千鶴子

岩崎孝治

東京

22.07.08 BOBセミナー たましん事業支援センター
[ Ｗｉｎセンター

森山朗
他東京委員会委
員

22.07.10 
22.08.14 
22.09.11

発明工作授業 江戸川区子ども未来館

小屋迫利恵 
伴久仁彦 
伊藤夏香 
竹澤誠 
バーナード正子 
佐々木克哉

22.07.12 または
22.12 知的財産特別授業 東京都立八王子桑志高等学校 深澤潔

太田努
22.07.22　または
22.07.25 発明工作授業 世田谷区立深沢小学校 播磨里江子 

原田潤子

22.08.28 まちだキッズアントレプレナープログラ
ム  発明教室

町田新産業創造センター１階
イベントスペース

三原秀子
徳本浩一
遠田利明

神奈川

22.07.29　または　
22.08.02 発明工作授業 横浜市十日市場地域ケアプラザ 岩永勇二
22.09.22 
22.11.24 
23.01.26 
23.03.10

令和 4 年度企業関係者と弁理士の知財研
究会

神奈川県立川崎図書館カンファレ
ンスルーム

栗田由貴子
大野玲恵
他、神奈川委員
会委員

山梨 22.08.10 令和 4 年度生涯学習セミナー 山梨県生涯学習推進センター交流
室　および　ライブ配信 牛久健司

2.　支援活動一覧表（7 月から）／講演
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東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

静岡
22.10.21 静岡県立富士宮北高等学校における知財

授業「知財活用について」 静岡県立富士宮北高等学校 東山裕樹

22.11.25 静岡県立富士宮北高等学校における知財
授業「知財活用について」 静岡県立富士宮北高等学校 東山裕樹

愛知

22.07.05
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.07.12
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 菊谷純

22.07.19
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.07.26
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 岡浩喜

22.08.02
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.09.15 中小企業のための知財経営サロン 東海会事務所 知的財産支援委
員

22.09.29
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 瀧川彰人

22.10.06
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 塩谷尚人

22.10.13
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 榊原靖

22.10.20
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 杉田一直

22.10.27
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 伊藤正典

22.11.10
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 伊藤正典

22.11.17
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.11.24
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.12.01
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.12.08
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.12.15
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.12.22
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 菊谷純

23.01.12
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

23.01.19
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 寺本諭史

23.01.19 中小企業のための知財経営サロン 東海会事務所 知的財産支援委
員

2.　支援活動一覧表（7 月から）／講演
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東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

愛知

23.01.26
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 岡浩喜

23.02.02
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「教養教育課程－知的財産権制度の
しくみと活用－」

名古屋市立大学山の畑キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

23.03.16 中小企業のための知財経営サロン 東海会事務所 知的財産支援委
員

関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

滋賀
22.10.28 知的財産特別授業 滋賀県立瀬田工業高等学校 岸本忠昭

道坂伸一
22.12.14 知的財産特別授業 甲賀市立雲井小学校 岸本忠昭

大濱徹

大阪

22.07.01 知的財産権に関するセミナーin MOBIO-
Cafe（第3回）「酒造りから拡がる知的財産」

クリエイション・コア東大阪、オ
ンライン 石田博樹

22.07.02 弁理士の日記念事業知財ふれあいフェス
ティバル ( 講演会 )「SDGs と知財」 オンライン

澤井智毅（世界
知的所有権機関 
日本事務所 所
長）
野崎篤志（㈱イー
パテント　代表
取締役社長）
安部剛夫
六田充輝（㈱ダ
イセル　執行役
員　事業創出本
部長・バイオマ
スイノベーション
センター長）

22.10.25 知的財産特別授業 泉南市立新家小学校 飯田淳也
向林伸啓

兵庫
22.07.05 知的財産特別授業 明石市立高丘中学校

水田慎一
冨田光治
倉橋和之

22.07.15 知的財産特別授業 神戸市立鹿の子台小学校 柳瀬智之
竹内美保

2.　支援活動一覧表（7 月から）／講演
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2.　支援活動一覧表（7 月から）／講演

九州会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福岡

22.07.14 令和４年度知的財産実務者育成セミナー
第 1 回 福岡県中小企業振興センター 羽立幸司

22.07.26 もしくは
22.07.27

中小企業のリアルな事例から学ぶ経営の
ための知財戦略セミナー 博多駅周辺の会議室 坪内寛

22.07.28 令和４年度知的財産実務者育成セミナー
第 2 回 福岡県中小企業振興センター 山下滋之

22.08.10 令和４年度知的財産実務者育成セミナー
第 3 回 福岡県中小企業振興センター 山下滋之

22.08.25 令和４年度知的財産実務者育成セミナー
第 4 回 福岡県中小企業振興センター 山野有希子

22.10.06 令和４年度知的財産実務者育成セミナー
第 7 回 福岡県中小企業振興センター 布施哲也

22.10.20 令和４年度知的財産実務者育成セミナー
第 8 回 福岡県中小企業振興センター 山野有希子

22.11.02 令和４年度知的財産実務者育成セミナー
第 9 回 福岡県中小企業振興センター 小木智彦

中国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

岡山 調整中 知的財産授業 津山工業高等専門学校 舩曵崇章

広島 調整中 知的財産セミナー 広島県発明協会 舘佳耶

山口 調整中 知的財産授業 大島商船高等専門学校 保坂幸男
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関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

群馬 22.10.15 ～
22.10.16

第33回全国高等専門学校プログラミング
コンテスト（後援） G メッセ群馬

埼玉 22.07.16 弁理士の日記念イベント2022 越谷イオンレイクタウン kaze1F
翼の広場

弁理士の日記念
イベント実行 WG
運営委員、他

千葉 22.09. ～ 22.12 千葉工業大学寄附講座 千葉工業大学

浅井淳
相田悟
堀宏光
角田朗
山川啓

東京

22.09 ～ 23.02 東京農業大学（世田谷キャンパス） 東京農業大学（世田谷キャンパス） 森山朗

22.05.09 ～
22.09.05

令和4年度板橋製品技術大賞知的財産調
査

川崎仁
吉田信彦
須藤修三

22.08.04 ～
22.08.05

令和4年度板橋製品技術大賞知的財産審
査 竹澤誠

22.04.01 ～
22.12.31 第20回多摩ブルー・グリーン賞 多摩信用金庫 本谷孝夫

神奈川

22.07.05
22.07.12
22.07.19
22.07.26
22.08.02

東京農業大学（厚木キャンパス） 東京農業大学（厚木キャンパス） 美川公司

山梨 22.07 
22.09

令和4年度中小企業等外国出願支援事業
審査委員会 (公財)やまなし産業支援機構 久保雅裕

 その他

東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

愛知
22.11.04 あいち少年少女創意くふう展 2022 産業技術記念館 寺本諭史

22.12.03 あいち少年少女創意くふう展 2022 産業技術記念館 三浦高広

関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

大阪 22.07.02 弁理士の日記念事業知財ふれあいフェス
ティバル ( イベント）「発明工作教室」 オンライン

吉岡亜紀子
知財普及・支援
委員会委員

兵庫 22.07.09 弁理士の日記念事業「ひんやり！涼しさの
科学　くふうしてもっと涼しくなろう！」 オンライン

吉岡亜紀子
兵庫地区会地区
運営委員

奈良 22.08.27 夏休み工作教室 奈良県立図書情報館
光明寺大道
奈良地区会地区
運営委員

2.　支援活動一覧表（7 月から）／その他
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支援活動一覧表（6月分）3
3.　支援活動一覧表（６月分）／相談

 相　談

北海道会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

北海道 毎週火・金曜日 常設知的財産相談室 北海道会事務所 北海道会所属
弁理士

東北会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

岩手 22.06.08 日本弁理士会東北会 特許商標無料相談会 盛岡商工会議所 丸岡裕作

宮城 毎週火曜日
（13:00 ～ 16:00） 常設知的財産相談室 東北会事務所 東北会所属弁理士

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

千葉

22.06.01 2022度(一社)千葉県発明協会相談室(市
川商工会議所) 市川商工会議所 若田充史

22.06.01
22.06.15

2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(佐倉商工会議所) 佐倉商工会議所 浅井淳

山川啓
22.06.02
22.06.16

2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(船橋商工会議所) 船橋商工会議所 浅井淳

加藤義博 
22.06.07 2022年度(一社)千葉県発明協会相談室

(木更津商工会議所) 木更津商工会議所 矢上礼宣 

22.06.14 2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(成田商工会議所) 成田商工会議所 高橋昌義 

22.06.21 2022年度(一社)千葉県発明協会相談室
(習志野商工会議所) 習志野商工会議所 中村裕行 

22.06.28 2022年度弁理士による特許無料相談会
（東葛テクノプラザ） 東葛テクノプラザ 堀宏光 

東京

毎週月～金
10:00 ～ 12:00
14:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室 弁理士会館 関東会所属弁理
士

22.06.09 2022年度上期知財無料相談会（町田） 町田新産業創造センター又はオン
ライン 上田精一 

22.06.09 2022年度東京商工会議所専門相談員 東京商工会議所中小企業相談セン
ター 伊藤夏香 

22.06.18 第30回北区事業とくらしの無料相談会 北とぴあ　地下展示ホール 東京委員会委員

22.06.21 2022年度
上期多摩地域無料知的財産相談会

たましん事業支援センター
（Win センター）又はオンライン 保坂俊 

22.06.24 2022年度
上期BusiNest無料知的財産相談会 BusiNest 内会議室又はオンライン 濱田修 

22.06.25 第3回港区くらしと事業の無料相談会 札ノ辻スクエア　11 階ホール大 東京委員会委員

北陸会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

石川
22.06.08 常設知的財産相談室 北陸会事務所 水野友文

22.06.22 常設知的財産相談室 北陸会事務所 横井敏弘
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3.　支援活動一覧表（６月分）／相談

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

神奈川
22.06.09 令和4年度知財相談窓口（IDEC） （公財）横浜企業経営支援財団相談

窓口 青木充

22.06.10
22.06.24

神奈川県立川崎図書館令和4年度知的財
産相談事業

神奈川県立川崎図書館　知財ス
ポット

高原千鶴子
三宅康雅 

山梨 22.06.14 令和4年度弁理士による特許無料相談会
（富士吉田） 富士吉田商工会議所 2 階会議室 田中正男

東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

愛知 月～金
（13:00 ～ 16:00） 常設知的財産相談室 東海会事務所 東海会所属弁理士

関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

京都
月～金

（10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00）

「特許・商標等」の無料相談
（要予約・個人面談方式）
※対面または電話での相談
※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措
置等の期間中は電話相談のみ開催

京都府北部：舞鶴商工会議所
京都府中部：担当弁理士の事務所
又はオフィス ‐ ワン四条烏丸
京都府南部：京田辺市商工会館

京都地区会所属
弁理士

大阪
月～金 
(10:00 ～ 12:00、
14:00 ～ 16:00）

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式）
※電話相談とウェブ相談のみ開催
※緊急事態宣言及びまん延防止等重点措
置等の期間中はウェブ相談のみ開催

関西会事務所 関西会所属弁理
士

奈良
月～金

（10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00）

知的財産無料相談 
（要予約・個人面談方式）　 
※電話相談のみ開催

奈良県北部：アクティ奈良 
奈良県中部：橿原商工会議所 
奈良県南部：五條市商工会

奈良地区会所属
弁理士
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中国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

広島 毎週水曜日
（13:00 ～ 15:00） 常設知的財産相談室 中国会事務所 中国会所属弁理士

四国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

徳島 第 1 水曜日（偶数月）
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
( 要予約・個人面談方式 ) 徳島県立工業技術センター 四国会所属弁理士

香川
第 2 水曜日
13:00 ～ 15:00

知的財産相談室
( 要予約・個人面談方式 )

丸亀市市民交流活動センター
「マルタス」 四国会所属弁理士

第 2・4 水曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
( 要予約・個人面談方式 ) 四国会事務所 四国会所属弁理士

愛媛

第 1 月曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
( 要予約・個人面談方式 ) 四国中央商工会議所 四国会所属弁理士

第 2 木曜日 ( 奇数月 )
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
( 要予約・個人面談方式 ) 宇和島商工会議所 四国会所属弁理士

第 3 木曜日 ( 奇数月 )
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
( 要予約・個人面談方式 ) 八幡浜商工会議所 四国会所属弁理士

高知 第 3 木曜日
13:00 ～ 16:00

常設知的財産相談室
( 要予約・個人面談方式 ) 高知県発明協会 四国会所属弁理士

九州会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

福岡 毎週木曜日
10:00 ～ 15:00

常設知的財産相談室
（要予約・個人面談方式）
※ウェブまたは電話相談
※状況により相談方式の変更あり

九州会事務所 九州会所属弁理士

3.　支援活動一覧表（６月分）／相談
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3.　支援活動一覧表（６月分）／講演

 講　演

関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

東京 22.06.12 発明工作授業 江戸川区子ども未来館 遠田利明
高原千鶴子

神奈川
22.06.10、06.21、
06.30、07.05のいず
れか

知的財産特別授業 横浜市もえぎ野中学校 美川公司

東海会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

愛知

22.06.07
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.06.08 愛知県立岡崎商業高等学校における知財
授業「著作権の扱い方」 愛知県立岡崎商業高等学校 伊藤正典

22.06.14
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.06.16 農林水産省「知」の集積による産学連携
支援事業「2022 年度第１回セミナー」 ウィンク愛知 丸山修

22.06.16 中小企業のための知財経営サロン 東海会事務所 知的財産支援委
員

22.06.21
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

22.06.28
日本弁理士会東海会協力講座名古屋市立
大学「デザイン情報関連法規－知的財産
権制度のしくみと活用－」

名古屋市立大学北千種キャンパス 教育機関支援機
構運営委員

関西会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

大阪

22.06.03
知的財産権に関するセミナーin MOBIO-
Cafe（第1回）「中小スタートアップのため
の勝利テクニック！～特許侵害訴訟の道程
～」

クリエイション・コア東大阪、オ
ンライン 塚本豊

22.06.07 知的財産特別授業 大阪市立小林小学校 藤本好信
赤岡和夫

22.06.17 知的財産権に関するセミナーin MOBIO-
Cafe（第2回）「模倣品対策について」

クリエイション・コア東大阪、オ
ンライン

今吉泰一郎
木村英之氏（大阪
税関業務部知的
財産調査官）

22.06.24 知的財産特別授業 大阪市立花乃井中学校 千原清誠
古澤寛

兵庫 22.06.30 知的財産特別授業 （学)瀧川学園滝川中学校
村上太郎
柳瀬智之
西村弘昭

奈良 22.06.11 知的財産講座「知的財産制度概要　～出
願手続と登録の条件～」 奈良県立図書情報館 松山徳子

東北会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

岩手 ６月～８月
（調整中） 令和４年度いわて知的財産権セミナー 岩手県釜石市内（岩手県沿岸広域

振興局内） 東田潔

四国会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

高知 22.06 下旬 知的財産セミナー ( 著作権 ) Zoom オンライン 城田晴栄
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関東会
開催県 日付 イベント・セミナー名等 会　場 講師（弁理士、他）

東京

22.04.01 ～
22.12.31 第20回多摩ブルー・グリーン賞 多摩信用金庫 本谷孝夫

22.05.09 ～
22.09.05

令和4年度板橋製品技術大賞知的財産調
査

川崎仁  
吉田信彦  
須藤修三 

神奈川
22.06.07
22.06.14
22.06.21
22.06.28

東京農業大学（厚木キャンパス） 東京農業大学（厚木キャンパス） 美川公司

 その他

3.　支援活動一覧表（６月分）／その他
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と

日本弁理士会関西会
ホームページ

知財
令和4年度 「弁理士の日」記念事業

講演会の部

参加費
無料

7月1日は『弁理士の日』

オンライン
セミナー

野崎 篤志 氏
株式会社イーパテント　代表取締役社長
知財情報コンサルタント®

安部 剛夫 氏
ダイキン工業株式会社　
法務・コンプライアンス・知財センター
知的財産グループ　担当課長、弁理士

六田 充輝 氏
株式会社ダイセル　執行役員　事業創出本部長、
バイオマスイノベーションセンター所長

第1講演

澤井 智毅  氏
世界知的所有権機関（WIPO） 日本事務所　所長

基調講演

第2講演 第3講演

主催／日本弁理士会関西会

TEL.06-6453-8200  https://www.kjpaa.jp/日本弁理士会関西会お問い合せ先

後援／近畿経済産業局、独立行政法人 工業所有権情報・研修館 近畿統括本部、大阪市教育委員会、一般社団法人日本知的財産協会

7月2日（土）
1000名
日本弁理士会関西会ホームページより
お申込みください。

13:00～16:10日 時

申込方法

定 員 （事前申込制・参加費無料）

環境と知財

13:05～ 13:35

演　題

講演者 講演者

講演者
講演者

時　間 13:45～14:25時　間

14:35～15:15時　間 15:25～16:05時　間

演　題

演　題 演　題

SDGsへ取り組む際の特許情報活用の考え方
―シーズドリブンからニーズドリブンへの転換―

SDGsを起点とした企業知財活動の変化点特許発明者のネットワーク分析と
イノベーションマネジメント

フェスティバル
ふれあい

令和4年

明治32（1899）年、弁理士法の前身である
「特許代理業者登録規則」が施行されました。
その施行日を記念し、7月1日を「弁理士の
日」に制定しました。

「弁理士の日」記念講演会では、SDGsに関する公的機関
の取り組み、民間企業の取り組み、SDGsに関する技術イノ
ベーションの進捗などを各方面の専門家の皆様にお話しい
ただき、SDGsに関する知財の現在を知る機会となればと
考えています。
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☎ 
URL：http：//jpaa-hokkaido.jp/
相談時間：

／ 14：00～ 16：00

☎ ０２２-２１５- ５４７７
URL：https：//www.jpaa-tohoku.jp/
相談時間：毎週火曜日／ 13：00～16：00

☎ ０７６-２６６- ０６１７
URL：https：//www.jpaa-hokuriku.jp/
相談時間：
※相談日はホームページをご覧ください。

☎ ０３-３５１９- ２７０７
URL：https：//www.jpaa-kanto.jp/
相談時間：月～金曜日／ 10：00～12：00、
　　　　　　　　　　　 14：00～16：00

☎ ０５２-２１１- ３１１０
URL：http：//www.jpaa-tokai.jp/
相談時間：月～金曜日／ 13：00～ 16：00

☎ ０６-６４５３- ８２００
URL：https：//www.kjpaa.jp/
相談時間：月～金曜日／ 10：00～ 12：00、
　　　　　　　　　　　 14：00～ 16：00

☎ ０８２-２２４- ３９４４
URL：https：//www.jpaa-chugoku.jp/
相談時間：毎週水曜日／ 13：00～ 15：00

☎ ０８７-８２２- ９３１０
URL：http：//jpaa-shikoku.jp/
相談時間：
※相談日はホームページをご覧ください。

☎ ０９２-４１５- １１３９
URL：http：//www.jpaa-kyusyu.jp/
相談時間：毎週木曜日／ 10：00～ 12：00、
　　　　　　　　　　　 13：00～ 15：00

北海道会

北陸会

東海会

中国会

四国会

東北会

関東会

関西会

九州会

毎週火曜日・金曜日

お問い合わせやご送付先に変更がございました場合には 日本弁理士会　経営・支援室まで
電　話：03－3519 －2709（直） FAX：03－3519 －2706
MAIL：shien@jpaa.or.jp
U R L：https : //www.jpaa.or.jp/support_activity/

常設知的財産相談室（無料）
※すべて事前予約制です。

知財を経営に活かすコンサルティングスキルをもった弁理士が
最大３回訪問して、共に課題を解決し業績アップを目指します。

●Point！
・費用は無料（日本弁理士会が負担します）。
・これまで１５０社以上の中小企業に対して支援を実施しています。

詳細はコチラ➤
問い合わせ先：日本弁理士会 弁理士知財キャラバン 担当
E-mail：caravan@jpaa.or.jp https://www.jpaa.or.jp/activity/caravan

中小企業の知財を活かして成長を支援します！


