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平成２７年度 特許等取得活用支援事業 

公募要領 

 

中国経済産業局（以下「局」という。）では、地域の中小企業・個人等（以下「中小企

業等」という（別紙１参照）。）の知的財産活用を支援する中核として、中小企業等が企業

経営の中で抱える知的財産に関する悩みや課題（以下「課題等）という。）を一元的に受け

付け、弁理士、弁護士等知的財産に携わる様々な専門家（以下「知財専門家」という。）や、

地方自治体、都道府県等中小企業支援センター、商工会・商工会議所、金融機関等地域の

中小企業支援機関（以下「支援機関」という。）と協働でその場で解決を図るワンストップ

サービスを提供する「平成２７年度 特許等取得活用支援事業（中小企業等知的財産活用

支援事業）」の実施事業者を、以下の要領で募集する。 

 

 

１．事業の目的 

 

地域の中小企業等に対する知的財産支援は、利用する中小企業等からは「適切な窓口が

わかりづらい」、「知的財産は専門性が高く相談に行きにくい」といった声がある。こうし

た声を踏まえ、中小企業等が企業経営の中でノウハウも含めた知的財産活動を円滑にでき

る体制を整備、アイデア段階から事業展開までの一貫した支援を行うとともに、知的財産

を活用していない中小企業等の知的財産マインドの向上や特許情報等の提供・活用を行う

ため、地域ごとに窓口として「知財総合支援窓口」（以下「支援窓口」という。）を設置、

専門の人材を配置して、中小企業等が抱える知的財産に関する悩みや課題をワンストップ

で解決できる支援を行うことによって、より多くの中小企業等の知的財産活用（知的財産

の重要性への“気づき”も含む）・事業化促進につなげ、地域の活性化、ひいては我が国産

業の国際競争力の強化を図ることを目的とする。 

 

 

２．事業の内容 

 

（１）事業の実施地域 

局の管轄区域である以下の県（※各県単位に事業を実施） 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

 

（２）事業の概要 

上記２．（１）の各県において、中小企業等が企業経営の中で抱える知的財産に関する

課題等をその場で解決を図るワンストップサービスを提供するため、支援窓口として次

に掲げる事業を実施する。 

 

① 中小企業等の利便性等を踏まえた場所で課題等を一元的に受け付ける窓口を開設す

る。 
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② 中小企業等の知的財産に関する相談を当該窓口で受け付けると共に、独立行政法人

工業所有権情報・研修館（以下「ＩＮＰＩＴ」という。）が中小企業等の知的財産に

関する相談を当該窓口で受け付けた後、その相談に係る課題に対して解決を図る支

援担当者（以下「ＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者」という。）として活動するための

人材を採用し、各窓口に配置、管理する事業（以下「窓口相談支援事業」という。）

において配置するＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者（各県２名を予定）と協働して、

アイデア段階から事業展開、海外展開までの課題等に対するワンストップサービス

を提供する。 

③ また、支援件数等に応じ地域特性を有する相談（農産物商標中心、自動車下請け企

業中心等）に対応すること等を目的として、窓口支援担当者（以下「局事業窓口支

援担当者」という。）について、ＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者とは別に配置するこ

とができる。 

④ 上記②の中で専門性が高く「ＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者及び局事業窓口支援担

当者（以下両者を総称する場合には単に「窓口支援担当者」という。）」による解決

が困難な課題や高度な法的技術的判断を求めることが相談者のメリットに資する場

合等に対しては、知財専門家を積極的に活用して窓口支援担当者と協働で解決を図

る。（４．（１）①参照） 

※ここでいう知財専門家及び窓口支援担当者と協働で解決を図るとは、原則、知財

専門家による支援に際し、窓口支援担当者が同行又は同席し支援することをいう。 

⑤ 課題等に対して解決できる支援を効率的・網羅的に行うため、関係する支援機関や

その機関の専門家等との連携を十分に図る。 

⑥ 知的財産を有効に活用できていないもしくは活用が不十分な中小企業及び組合等の

地域団体商標における登録主体の発掘を行い、知的財産の活用促進等を図る。 

⑦ 上記のほか、本事業に必要な下記の業務を実施する。 

ⅰ）局事業窓口支援担当者等による支援内容等をとりまとめたレポート（以下「支援

内容報告シート」という。）の作成・提出及び支援窓口における支援実績の管理・集

計 

ⅱ）連携する支援機関との定期的な情報共有 

ⅲ）本事業及び特許庁・局の施策の周知・広報活動 

ⅳ）支援後のフォローアップ（訪問等によるフォローアップ） 

ⅴ）支援実績を踏まえた事業評価 

ⅵ）支援窓口全体の業務管理・統括等に必要な業務の実施 

ⅶ）その他局が必要と認める支援 

⑧ 支援窓口には管理者を置き、主に以下の業務を行うこととする。 

ⅰ）地域の支援機関等との連携戦略の構築及び実施 

ⅱ）知的財産の裾野拡大に向けた活動方針の決定 
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ⅲ）支援窓口のＰＲ（広報）戦略の構築 

ⅳ）支援窓口事業全体の方針に沿った支援窓口の管理・運営 

ⅴ）窓口支援担当者の訪問支援や専門家活用等での確認 

ⅵ）ＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者から送付される業務日誌の確認 

ⅶ）本事業で、窓口支援担当者、知財専門家等による支援等した内容について、窓口

支援担当者が作成する支援内容報告シート等（別紙４参照）の確認 

⑨ 支援窓口で行う支援・業務を円滑かつ着実に実施するために必要な管理・実施体制

を構築するとともに必要な人員、設備等を確保する。また、ＩＮＰＩＴ事業窓口支

援担当者が業務を円滑かつ着実に実施するのに必要な什器類及び執務スペース等を

提供する。 

※本事業の実施においては、実施できる単独の事業者のほか、複数の事業者（複数事

業者によりコンソーシアムを組んで協働で事業を行う場合）の提案も可能とする。詳

細は後述５．応募資格及び要件を参照。 

 

 

３．事業の実施方法 

 

ＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者と協働して、アイデア段階から事業展開、海外展開まで

の課題等に対するワンストップサービスを提供する。支援窓口における事業の実施方法は

次のとおり。 

なお、支援に際しては相談実務ガイドラインを遵守して行うこと。 

 

（１）中小企業等の利便性等を踏まえた場所への支援窓口の設置 

多くの中小企業等が利用できるよう、利便性及び集客性を兼ね備えた場所に、中小企

業等の知的財産に関する課題等を一元的に受け付ける支援窓口を設ける。なお、支援窓

口の設置については、中小企業等からの相談内容等が漏えいしないよう機密性の高い会

議室等を確保すること。また、支援窓口の設置にあたり本事業専用の電話番号、メール

アドレス等必要なものを取得すること。 

  ※本事業専用の電話回線については３．（７）②参照。 

※本事業の実施事業者は、当該支援窓口の設置のほか、サテライト窓口（テレビ会議

システムを含む）及び臨時窓口の開設を提案することができる（３．（６）⑧参照）。 

 

（２）課題等の解決を図るワンストップサービスの提供 

各支援窓口においては、窓口支援担当者を中心に課題等（※）の解決を図るために必

要な体制を整備してワンストップサービスを提供する。具体的な実施方法は以下のとお

り。（※）各支援窓口で支援する課題等の詳細は別紙２を参照。 

 

①  局事業窓口支援担当者の配置 

地域特性に応じた課題等を一元的に受け付けその場で解決を図るために必要な以
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下のスキルを有する局事業窓口支援担当者を、課題等のニーズを踏まえて１ないし２

名程度配置することができる。 

● 別紙２に記載するような課題等に対して、意欲を持って、アイデア段階から事業

展開までの各段階に応じて正確に把握・分析し、解決に導くことができる知見及び

資質を有すること。 

● 課題等を解決に導くために、中小企業等の企業経営を理解できるとともに、中小

企業等の経営者と適切にコミュニケーションを取りつつ、信頼関係等を構築するこ

とができる資質を有すること。 

● 地域の特性に応じた相談内容に対応出来ること。 

● 知財専門家、支援機関の担当者及びＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者と適切にコミ

ュニケーションを取りつつ、知財専門家や支援機関との連携など支援全体のマネジ

メントができる能力を有すること。 

● 知的財産に関する制度全般や中小企業向け支援施策への知識、特許等の産業財産

権の電子出願を含む出願等手続に関する知見を有すること。 

● 企業や支援機関等において、知的財産に関わる部署に従事した実務経験を５年以

上有する又は、知的財産に関する知識を有し（知的財産管理技能士１級若しくは２

級、又は弁理士試験合格者）、知的財産に関わる部署に従事した実務経験を３年以上

有すること。 

● 秘密を保持すべき情報（未公開の技術情報、新規事業プランなど）を的確に把握

し、秘密保持を確実に実施できる能力を有すること。 

● 法令で規定された弁護士、弁理士などの専権業務に抵触しないように留意しつつ、

中小企業へのアドバイス等の支援を実施できる能力を有すること。 

 

② 支援窓口への知財専門家の配置 

専門性が高く窓口支援担当者による解決が困難な課題等へ対応するため、支援窓

口に知財専門家（弁理士又は弁護士）（以下、窓口に配置する専門家（弁理士又は弁

護士）を「窓口知財専門家」）という。）を原則、月４回以上（半日単位）で配置す

る。うち、弁護士の配置については、月１回以上（半日単位）とする。 

窓口知財専門家は、局が指定する窓口知財専門家を支援窓口にて相談の対応をさ

せるほか、例えば、中小企業等に対する知財の勉強会や窓口支援の向上にむけた事例

研究等を実施する。 

 

※窓口知財専門家の配置にあたり、予定している配置日に明らかに業務が発生し

ない場合等、特別な事情がある場合は、当該配置日に限り配置を取り消すこと

ができる。 

※効率的に課題等の解決ができるように、窓口知財専門家による支援については、
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原則予約制を導入すること。 

※平成２５年度の実績において、年間３千件（総支援件数、重複分含む）以上の

支援実績を有する支援窓口については、窓口知財専門家を月に８回程度配置し、

うち、弁護士を月に２回程度配置するよう努めること。なお、岡山県（３，０

４６件）、広島県（５，４６７件）、山口県（３，６１２件）の３県が年間３千

件以上の支援実績となっている。 

  窓口知財専門家について、月４回を超える部分については、商工会議所等に

開設する臨時窓口等を活用してこれを配置することができ、また、日程調整の

柔軟性を確保するため、局が指定する窓口知財専門家以外の知財専門家も活用

することができるものとする。 

※知財専門家間における連携を強化し、情報共有を目的として、主に窓口知財専

門家を集めた会議を年１回程度開催することができるものとする。 

 

 

③ 支援窓口における支援 

局事業窓口支援担当者は、支援窓口において以下のとおり課題等の解決を図る。 

● 支援窓口において課題等を一元的に受け付け、その内容を正確に把握・分析し、

別紙２の記載も踏まえてその場で適切な解決方策を判断・遂行する。 

また、他の支援機関と連携するなどして、知的財産への意識が低い（活用したこ

とがない等）中小企業等に対する知的財産活用の重要性等について“気づき”（意識）

を醸成し活用促進につなげる。 

● 受け付けた課題等の専門性が高く、若しくは内容が多岐にわたり、局事業窓口支

援担当者自身ですべて解決することが困難な場合は、解決できる知見を有する適切

な知財専門家を活用して（内容によっては複数人でチームを組んで）窓口支援担当

者と協働で支援を実施する。（４．（１）①参照） 

● 特に、産業財産権の取得に不慣れな中小企業等から特許等の出願・権利化が必要

となる課題等を支援窓口で受け付けた場合には、支援窓口において、営業秘密とし

て管理することの有効性を含め適切な支援を実施するほか、必要に応じて出願・権

利化等が図れるよう知財専門家（弁理士のみ）と中小企業等とのマッチングを支援

する（別紙３ 「知財総合支援窓口における登録弁理士マッチング支援」を参照）。 

●  中小企業・個人事業主・創業予定の個人からの要望に応じ、局事業窓口支援担当

者及び知財専門家が訪問して支援を実施する。ただし、訪問して支援をする場合、

特定の企業に偏らないようにすること。 

● 支援窓口における支援の際には、特許庁から提供される資料（テキスト等）を参

照し、支援を実施するとともに、特許庁が実施する中小企業支援策（地域中小企業

外国出願支援事業（外国出願補助金）、特許料等減免制度等）を説明すること。 

 

 

※ 本事業での支援は助言のみであり、出願や願書作成等の代行はできない点留意す
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ること。 

 

（３）知財専門家の活用 （４．（１）①参照） 

本事業で活用する知財専門家は、原則、別紙２に掲げる人材データベース等を用いて

個々の課題等に応じた適切な者を選定し、支援窓口にて対応させるほか、必要に応じて

中小企業・個人事業主・創業予定の個人を訪問させるなど、課題等のニーズを踏まえて

活用する（具体的には以下のような者が想定される）。 

 

弁理士、弁護士、中小企業診断士、技術士、企業ＯＢ（知財実務経験者）等 

 

ただし、窓口知財専門家については、局が指定する窓口知財専門家を活用すること。 

また、登録弁理士マッチング支援への協力を得るために、弁理士に対し、積極的な周

知を図ること。 

 

 

（４）支援機関との連携及び定期的な情報共有 

中小企業等の企業経営において知的財産が効果的に活用されるよう支援窓口では支援

機関と連携して支援を実施する。 

連携に当たっては、支援機関に寄せられた知的財産に関する課題等や支援窓口に寄せ

られた知的財産とは別の課題等を適切に対処できるよう支援機関と支援窓口との連携

体制を構築し、支援機関への訪問等を通じ中小企業等からの課題等を互いに共有するな

ど当該機関で支援する専門家や担当者等と十分な連携を図る（具体的には以下のような

者が想定される）。 

 

模倣被害アドバイザー（特許庁：外国産業財産権侵害対策等支援事業）、 

海外知財プロデューサー（ＩＮＰＩＴ事業）、 

知的財産戦略アドバイザー（ＩＮＰＩＴ事業）、 

よろず支援拠点コーディネーター（経済産業省：中小企業・小規模事業者ワンストップ

総合支援事業）、 

自治体特許流通コーディネーター、 

その他国や地方自治体の支援機関・事業において能力を発揮している専門人材 等 

 

なお、支援機関や地方公共団体などの関係機関を集め、支援窓口における支援に必要

な情報共有等を定期的に行うための会議（以下「連携会議」という。）を年２回以上開

催する。その際、局、ＩＮＰＩＴ等に参加を求めることもできる。 

 

（５）訪問による知的財産を有効に活用できていない又は海外展開を計画する中小企業（組

合等の地域団体商標における出願主体を含む）の発掘（支援窓口による掘り起こし）1及

                         
1「支援窓口による掘り起こし」は、窓口支援担当者等が中小企業や支援機関を対象に、以下のいずれかを行
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び知的財産の活用促進に関する支援 

 

知的財産の意識が不十分なまま事業活動を行っている中小企業に対して、知的財産活

用の重要性等への“気づき”（意識）を醸成するなどにより知的財産活用を促進するため、

窓口管理者は平成２７年度の中小企業等の知財の裾野拡大活動の方針を決定し、それに

沿って以下の支援を実施する。 

● 知的財産を有効に活用できていない、又はこれから知的財産を活用しようとする

中小企業に対して、窓口支援担当者が訪問して知的財産活用の重要性を意識させる

ことを目的とした、知的財産を有効活用するためのアドバイス支援や啓発活動（要

請に基づく社内研修含む）等の実施。 

※ 社内研修への講師派遣に当たっては、原則、個別の中小企業を対象に本事業の相

談対応業務に差し支えのない範囲で講師派遣することとし、その他を対象とする講

師派遣に当たっては、局と相談すること。 

● 海外展開を計画している中小企業に対して、窓口支援担当者が訪問して知的財産

の重要性を意識させることを目的に、支援機関等と連携し海外展開にむけた情報及

び海外展開関連支援の情報を提供すること。 

● 支援機関等からの要請により、支援窓口以外の場所における知的財産活用に関す

るアドバイス等支援の実施。 

 ただし、講師としての派遣については、局と相談すること。 

  

  ※ 当該掘り起こし支援に当たっては、窓口支援担当者のほか、企業ＯＢ、弁理士及

び中小企業診断士等の知財専門家（以下「知財アドバイザー」という）を活用する

ことができる。 

本事業で活用する知財アドバイザーは、原則、別紙２に掲げる人材データベース

を用いて訪問企業の業種等に応じた適切な者を選定し、当該委託事業の趣旨を説明

した上で、掘り起こし支援を実施すること。 

※ 知財アドバイザーを活用した掘り起こし支援については、原則１日の支援にあた

り複数の訪問先に実施するように努めること。 

 

 

（６） その他必要な業務の実施 

                                                                             

う場合などをいう。 

① 新規に中小企業等を訪問する場合 

② 新規に電話等により相談（３回以内）を受け付けた後でかつ 初に相談を受け付けた日から３０日以内に

中小企業等へ訪問する場合 

③ 中小企業等が集まるイベントにおいて１時間以上支援窓口のＰＲ活動を行う場合 
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① 支援内容報告シート等の作成・提出及び支援実績の管理・集計 

本事業で（局事業窓口支援担当者、知財専門家及び知財アドバイザーによる）支援

等した内容について、支援内容報告シート等（別紙４参照）を作成し、また、窓口相

談支援事業でＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者が作成した支援内容報告シート等もとり

まとめて、局が指示する日（原則翌月の６営業日）までに局に提出する。 

※支援内容報告シート等の作成、提出に当たっては、後述の⑥（支援窓口全体の事業

管理・統括等に必要な業務の実施）のとおりイントラネットを活用して実施する。 

② 窓口における支援事例の報告 

 本事業における支援事例について、支援事例報告シート（別紙５）を作成し、四

半期に１事例程度、局が指示する日（原則、四半期 終月６月，９月，１２月，３

月の６営業日）までに局に提出すること。 

③本事業及び特許庁・局の施策の周知・広報活動 

本事業を周知するためのサイト（ホームページ記事）を開設するほか、リーフレッ

ト、ホームページ、メールマガジン、新聞・広報誌等の様々な広告媒体を活用して本

事業の積極的な周知を行う。 

また、特許庁や局が実施する支援施策やイベント等知的財産に関する各種情報の周

知・広報も併せて行う。 

なお、周知・広報活動は支援機関と連携したり、特許庁や局主催の各種イベント等

を活用するなどして効果的に行うようにする。 

④支援後のフォローアップ（訪問等によるフォローアップ） 

本事業で支援を行った中小企業等に対して、訪問等の実施により、知的財産の活用

状況の調査・フォローアップを行い、支援の効果測定等を実施する。 

⑤支援窓口による支援実績を踏まえた事業評価の実施 

窓口支援担当者や知財専門家が行う支援の実施内容や活動状況を把握し、課題等に

対して適切に支援が実施されているか、また、支援を行った窓口支援担当者や知財専

門家の対応・支援内容は適切かどうかなど支援窓口における事業評価を実施する。な

お、ＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者が行った支援内容等についても事業全体の評価の

一部として含めるものとする。 

※事業評価の実施に当たっては、後述の⑥（支援窓口全体の事業管理・統括等に必要

な業務の実施）の事業者が実施する研修や支援実績の分析結果等も適宜参考にする

こと。 

⑥支援窓口全体の事業管理・統括等に必要な業務の実施 

各都道府県に設置する支援窓口全体の機能強化等を実施する事業（以下「機能強化

事業」という。）を別途、ＩＮＰＩＴから委託事業として実施する予定である。 

支援窓口は、この機能強化事業を実施する事業者（以下「機能強化事業者」という。）

との連携及び連絡調整を密に行い、局又は機能強化事業者からの連絡・依頼等に基づ
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き機能強化事業に必要な業務を実施するほか、局又は機能強化事業者から支援窓口に

対して提供する研修・分析等の結果を本事業の実施に有効活用するとともに、必要に

応じて機能強化事業者に対して支援の協力を依頼する。具体的には次のとおり。 

● 機能強化事業者が実施する管理者及び窓口支援担当者を対象とした研修等への参

加 

上記研修等は、管理者には年１回程度の会議を、また、窓口支援担当者には１人

につき年２回程度の研修をいずれも東京において実施する予定である。研修等の参

加に当たっては、全てのカリキュラムへの参加を必須とし、研修等受講後は、研修

等内容を踏まえた支援を実施すること。 

 なお、病気等によりやむを得ず欠席する場合は局の承認を得ることとし、代替措

置について局の指示に従うこと（ＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者を除く。）。 

※上記研修等以外の、知財に関する 新の知識を得る研修（法改正説明会等）への

参加については、局の承認を得ること（ＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者を除く。）。 

※管理者に対しては、支援窓口事業の分析等から浮かび上がる支援窓口の運営・管

理に関する課題等について共有するとともに、その解決方法等について検討する

ため会議（連絡会議形式や座学形式等による共有・改善の機会）を予定。 

● 機能強化事業者が提供する本事業専用のＷｅｂサイト（知財ポータル

（http://chizai-portal.jp/index.html」））への掲載・リンク手続等の対応、本事

業専用イントラネットへの接続及び同イントラネットを活用した支援内容報告シー

ト等の作成・提出等 

● 機能強化事業者が設定する全国共通ダイヤルの電話番号登録・手続等への対応 

● 機能強化事業に関する機能強化事業者からの依頼事項への対応（情報収集や、収

集した情報の展開等） 

● 各支援窓口単体での対応が困難な案件、又は都道府県の区域をまたがる案件への

対応について機能強化事業者に対する支援の依頼 

 

※機能強化事業者が決定次第、上記に掲げる必要な対応等について機能強化事業者か

ら本事業の実施事業者に連絡する。 

⑦局からの協力依頼対応 

上記事業のほか、局からの要請等により必要と認められる支援業務を実施する。 

⑧その他支援の実施 

その他、必要と認められる業務があれば提案すること。必要と認められる業務の例

示は以下のとおり。ただし、提案した業務がすべて認められるとは限らない。 

 

●サテライト窓口等の開設と運営管理 
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３．（１）で設置する窓口以外の地域（産業集積地等）へのサテライト窓口の開設。 

    （想定される業務例） 

     ・局事業窓口支援担当者による相談対応 

・テレビ会議システム利用スケジュールの管理（予約状況の確認等） 

・テレビ会議システムの保守管理（テレビ会議システムの保守及び障害対応等 

の管理） 

・機器操作の補助（各サテライトへの接続や利用中のシステム操作の補助等） 

※サテライト設置場所における本事業の専任でない操作補助者にかかる人件費は

支出対象経費とならないが、サテライト窓口開設に必要なスペースに係る借料は

支出対象経費とすることができる。 

※例えば、商工会議所等で一定時間不定期に開催する相談窓口のほか、少なくとも３０分

以上、中小企業等から相談を受け付ける時間を確保することを前提としたセミナーへ参加

についても臨時窓口の活動の一形態とみなすことができる。 

（７）管理体制の構築及び設備等の確保 

①支援窓口の管理体制 

本事業を円滑かつ着実に実施するために、支援窓口の事業を統括管理する管理者や、

事業実施の集計・経理処理等を行う事務担当者の配置など、管理体制を設ける。 

②事業実施に必要な設備等の確保 

本事業において、課題等の解決を図るための支援や電子出願を行うために必要な機

器類及び機密性を確保したスペース、従事者（ＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者を含む。）

の執務スペースや什器類等、本事業の実施に必要となる設備等を確保する。 

● 電子出願を行うために必要な端末等機器の仕様は別添１を参照。 

● 専用電話回線の設置について 

・ 機能強化事業者が設定する全国共通ダイヤルの電話番号登録・手続等に対応する

こと。 

・ 機能強化事業者が設定する全国共通ダイヤルに係る利用料とアクセス回線の請求

を分けるため、以下の１又は２に対応した回線を準備すること。 

１．総務省の定める０AB～JタイプのＩＰ電話回線 

２．発信規制を施したアナログ回線若しくはＩＮＳ６４回線 

   ※留守番電話機能、または、自動応答（例：「回線が混雑しています」、「本日は終了

しました」等）を有することが望ましい。 

 

４．事業実施における留意事項 

 

（１） 事業実施関係 

 

① 窓口支援担当者及び知財専門家による訪問支援、知財専門家の活用について 
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窓口支援担当者及び知財専門家が訪問支援する場合又は知財専門家を活用する支援

の対象は以下のとおりとする。 

 

●窓口支援担当者による支援を受けた案件で、かつ、原則、中小企業・個人事業主・

創業予定の個人を対象とする支援 

●中小企業・個人事業主・創業予定の個人以外を対象とする場合は、窓口支援担当

者による支援を受けた案件でかつ地域経済の貢献に資する場合（※）を優先した

支援とする。 

 

（※）地域経済の貢献に資する場合の想定 

・大学が保有する知的財産の中小企業への提供を目的とした相談に対する支援 

・公設試が開発した技術等の中小企業への提供を目的とした相談に対する支援 

・地域ブランド（地域団体商標含む）等の組合、JA等からの相談に対する支援 

・団体商標など中小企業の利用を目的とした権利に関する相談に対する支援 

・地域ブランド（地域団体商標含む）に関する商工会・商工会議所、特定非営利

活動法人（ＮＰＯ法人）からの相談に対する支援 

・中小企業との接点の多い金融機関や商工会議所等に、知財が経営等に重要であ 

ることを説明する、知財の活用が見込まれる中小企業の情報交換をすることを 

目的に行う交流型の訪問 

・地域のセミナーで窓口のＰＲ活動や相談紹介を行うための相談コーナーを設け 

ること 

・金融機関の取引先企業が抱える課題に関する支援   等 

② 支援窓口の事業実施時間・事業実施日（以下「事業実施時間等」という。） 

支援窓口で受け付ける事業実施時間等は、原則実施事業者の営業（就業）時間・日

（以下「営業時間等」という。）に準じるものとし、支援を実施する局事業窓口支援担

当者等も当該営業時間等においては本事業の業務に従事できる雇用形態とする。 

営業時間中は、少なくとも１名の窓口支援担当者を窓口に配置することとし、窓口

支援担当者が不在の状況をつくらないこと。 

（注）本事業の趣旨を踏まえ、実施事業者の営業時間等が本事業の実施に相応しくな

いと局が認めた場合には支援窓口の事業実施時間等を別途設定していただくこと

もあり得る。 

③ 支援窓口の事業実施時間等以外における支援 

支援窓口を通じた知財専門家の訪問支援は原則、事業実施時間等内での支援とする

が、支援窓口の事業実施時間等以外における支援として、企業の事情に応じ知財専門

家を活用することができる。この場合には、局事業窓口支援担当者の同行はしなくと

もよい。 

また、局事業窓口支援担当者による支援は、原則、事業実施時間等内での支援とす

るが、訪問による社内講習及び事業実施時間等以外の知財専門家の同行等、必要に応
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じて事業実施時間等以外にも実施事業者の可能な範囲で本事業の業務に従事すること

もあり得るので留意すること。 

 

④ 局事業窓口支援担当者に対する改善措置について 

当該支援窓口に配置された局事業窓口支援担当者に業務遂行上、改善が必要と認め

られた場合は、局は管理者に対し、対応措置を求めることができる。その場合、管理

者は適切に対応するものとする。 

   

⑤ 実施に係る変更・疑義等への対応 

本事業の実施に関して変更、疑義等が生じた場合は、局担当者と協議し、その指示

に従うこと。 

⑥ 事業実施に係る規程類の整備 

本事業の実施に当たっては必要な規程類（就業規則、謝金規程、旅費規程等）を整

備すること。 

この際、本事業に適用する規程は、①実施事業者が通常用いている規程類、又は②

別添２に示す規程類（謝金規程及び旅費規程）のいずれかに準拠して事業を実施する

こととする。なお、本事業が国の委託事業であることにかんがみ、①の規程が国の規

程と著しく異なる等準拠することが不適当であると局が認めた場合には、②の別添２

に示す規程類を用いることとする。 

⑦ 守秘義務 

本事業において業務上知り得た個人情報、企業情報及び知的財産情報等の秘密を漏

えいしてはならない。本事業終了後も同様とする。 

 

⑧ ＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者に関する留意事項について 

ＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者については、機能強化事業者が実施する研修の他、

窓口相談支援事業実施事業者の実施する研修にも参加するので留意すること。 

また、窓口事業全体として効率的に相談業務を行うため、ＩＮＰＩＴ事業窓口支援

担当者への作業協力及び業務に必要な什器類及び執務スペース等を提供すること。 

 

⑨ 業務提携覚書の遵守 

本事業の実施にあたり、実施事業者は、機能強化事業者と本事業に関する業務提携

の覚書（別紙６）を取り交わし、当該覚書の遵守をすることとする。また、円滑な事

業の実施に資するよう、窓口相談支援事業実施事業者とも、ＩＮＰＩＴ事業窓口支援

担当者が利用する支援窓口所有の机、椅子、ロッカー、パソコン、電話等の什器類、

執務スペース、窓口管理システム（イントラネットシステム）の無償利用許諾、名刺、

ペン等必要な消耗品の無償使用許諾、秘密保持等にかかる必要な業務提携の覚書を取

り交わし、当該覚書の遵守をすることとする。 
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⑩事業の引継に関する協力 

本事業は公募による単年度事業であり、平成２８年度事業に係る公募により別の事

業者が受託することとなった場合は、必要となる引継期間を設定し、平成２８年度受

託事業者が円滑に事業を実施できるよう、責任をもって事業の引継を行うこととする。 

 

（２）人件費関係 

本事業に従事する者（管理者、事務担当者、窓口支援担当者（ＩＮＰＩＴ事業窓口支

援担当者を除く。））の人件費は、本事業に係る業務日誌を作成し、業務日誌により算出

した事業従事時間に時間単価を乗じて算出する。 

時間単価の算出方法については、経済産業省大臣官房会計課発行の委託事業事務処理

マニュアルに記載の実績単価計算（手法２）により算出した時間単価を使用する。 

なお、本事業に従事する者について、自主事業を除き、他の公的な事業（国若しくは

地方公共団体の事業）を兼務し当該事業から人件費の支給を受けている場合（注）は、本

事業に従事した場合でも人件費は支給しない。 

（注）公的な事業から支給されている人件費が、他の公的な事業に従事した時間のみに

対して支給されていることが当該事業の業務日誌等で明確になっている場合はこの

限りではない。 

（参考）ＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者の給与については、年俸制で年額５８０万円を

下らない額とされている（資格や経験年数に応じて増額もあり）。 

 

（３）事業費関係 

本事業の経費に係る帳簿、伝票等は、自主事業を含め他の経費と区別を明確にして処

理及び整理・保管する。 

旅費については、ＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者にかかる支出を除く。 

借室料については、機能強化のための借室料及び管理者、事務担当者窓口支援担当者

に係る借室料等について支出することができる。（別紙７参照） 

本事業において、リーフレットの印刷等外注する場合は、可能な限り複数者から見積

書をとり相場価格に適合した契約を行う。 

 

（４）一般管理費関係 

本事業における一般管理費比率の算出は、直近年の決算上の管理費比率又は１０％の

いずれか低い率とする。 

 

（５）印刷物の基準 

本事業で使用する印刷物については、国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律の規定に基づき、定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針による紙類

の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、事業終了後に印刷物基準実績報告

書を提出すること。 
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（６）事業報告書の納品 

本事業の終了後、平成２８年３月３１日までに下記の事項を記載した事業報告書デー

タを作成し、局担当者宛に電子メールで送付すること。 

事業報告書については、企業や個人等が特定できる情報の記載を別添資料として掲載

するなど、情報公開を考慮に入れ作成すること。 

なお、今後の特許庁における中小企業支援施策の参考にするため、事業報告書につい

ては特許庁、機能強化事業者、ＩＮＰＩＴ及びＩＮＰＩＴが契約する窓口相談支援事業

実施事業者へ共有するものとする。 

※事業報告書の主な記載内容 

１．事業概要 

２．事業の運営体制 

３．支援実施報告 

①支援窓口の支援実績 

②知財専門家の活用実績（登録弁理士マッチング支援実績を含む） 

③連携する支援機関との定期的な情報共有の活動実績（連携会議の開催実績等）

④窓口による掘り起こし活動実績 

⑤窓口支援担当者の講師派遣実績 

⑥電子出願支援用端末機器利用実績 

⑦代表的な支援事例（窓口の支援を通じて商品化に至った事例、支援機関（局や

特許庁含む）や知財専門家等との連携事例 等） 

⑧支援後のフォローアップ（訪問等）結果 

４．事業の周知・広報活動実績 

５．支援実績を踏まえた事業評価 

６．その他事業実施に係る報告事項 

 

（７）その他 

①個人情報、企業情報及び知的財産情報等については、法律等を遵守し、適切に取り扱

うこと。 

②事業によって作成される納品物等に係る著作権等については、局へ帰属するものとす

る。 

 

 

５．応募資格及び要件 

 

本事業に応募できるのは以下の（１）から（８）のすべての要件を満たす事業者とする。 

（１）日本に拠点を有していること。 

（２）予算決算及び会計令第７０条及び７１条の規定に該当しないものであること。 
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（３）経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領（平成１５・

０１・２９会課第１号）別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれ

にも該当しないこと。 

（４）本事業に関する委託契約を局との間で直接締結できる法人格を有する事業者である

こと。 

（５）本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

（６）本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分

な管理能力を有していること。 

（７）一部の業種など、ある特定の中小企業等のみを支援対象としないこと。 

 

（８）経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領（昭和３８年６月２

６日３８会第３９１号）により、平成２５・２６・２７年度経済産業省競争参加資格

（全省庁統一資格）「役務の提供等」の競争参加資格を有する者であること。 

 

なお、複数の事業者によるコンソーシアムを組んで共同で事業を行うことにより当該

要件を満たす場合（以下「コンソーシアム方式」という。）についても応募可能とする。 

コンソーシアム方式で応募する際の応募資格は、次のとおりとする。 

①コンソーシアムが法人格を有している場合 

一の事業者が申請する場合と同様に上記の（１）から（８）のすべての要件を満た

すこと。 

②コンソーシアムが法人格を有していない場合 

コンソーシアムを構成する者の中から代表者（以下「代表法人」という。）１者と、

他のコンソーシアムを構成する者（以下「その他構成者」という。）に予め分けるもの

とし、代表法人は上記の（１）、（２）、（３）、（４）、（８）の要件を満たし、かつ、そ

の他構成者を含めたコンソーシアムとして上記の（５）、（６）、（７）の要件を満たす

こと。 

③ その他、別添３に示すコンソーシアムとしての諸要件を満たすこと。 

 

 

６．委託先の選定 

 

（１）審査委員会 

局において、本事業を実施する事業者選定の審査を行う審査委員会（外部の第三者の

有識者等で構成）を設置し、別添４の選定基準に基づき、本事業を実施する事業者を決

定する。 
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（２）選定方法・実施事業者の採択 

本事業の実施事業者（委託先）は、上記５．の要件を満たす者から提出された企画提

案書（別添様式参照）及び添付資料について、審査委員会において審査を行い、相対的

に評価した上で選定する。 

なお、審査では、必要に応じて申請者からのヒアリングを行うほか、各都道府県に企

画提案書及び提出書類を開示し、意見を聴取する場合がある。 

この審査で選定した事業者をもって本事業の実施事業者（委託先）として採択する。 

 

 

７．契約 

 

（１）委託契約の締結 

採択された事業者と局との間で委託契約を締結する。採択決定後、契約条件の協議が

整い次第、速やかに委託契約を締結する予定。 

ただし、申請内容に虚偽記載等の不正が明らかになった場合は、採択の取り消し、又

は契約解除等を行う場合がある。 

コンソーシアム方式による場合は、代表法人から構成者に対する再委託について、必

要と認められるものについては契約額の５０％を超えない範囲内で再委託することを

可能とする。 

なお、本事業は、平成２７年度予算成立以前においては、採択予定者の決定となり、

予算の成立をもって落札者とすることとする。 

 

（２）委託事業の契約期間 

委託契約期間は単年度とし、具体的な契約期間は原則として契約書に定める事業開始

日から、平成２８年３月３１日までとする。 

 

（３）委託事業規模 

事業規模は以下のとおりとする。 

鳥取県 ３４，５８０千円以内（一般管理費、消費税及び地方消費税込み） 

島根県 ３４，５８０千円以内（一般管理費、消費税及び地方消費税込み） 

岡山県 ３８，６６７千円以内（一般管理費、消費税及び地方消費税込み） 

広島県 ４８，７５６千円以内（一般管理費、消費税及び地方消費税込み） 

山口県 ３４，５８０千円以内（一般管理費、消費税及び地方消費税込み） 

※コンソーシアム方式による場合も、事業規模は同額とする。 

※特段の事情がある場合には、上記事業規模を変更することがある。 

 

（４）契約の変更 
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委託契約期間中において、やむを得ない事情により本事業に係る人件費及び事業費に

大幅な変更等が生じる場合は、局担当者と協議し、その指示に従うこと。 

 

（５）委託費の支払い 

本事業終了後の実績報告書の提出を受けて、局において実績報告書の内容の審査、現

地調査、本事業の実施に要した経費の帳簿及び伝票等の確認により支払うべき額の確定

を行い、問題がなければ支払いを行う。支払いは原則として精算払いとする。 

なお、実施事業者の財務状況によっては、関係機関との協議が整い次第概算払いが行

える可能性がある。 

※本事業の実施に必要と認められる（委託費として支払う）経費は別紙７のとおり。 

※委託費の支払いには、すべての費用について領収書等の証明書類が必要となり、支

出額、支出内容が適切かどうか審査をした結果、これを満たさない場合には当該委

託費は支払われないため、厳格な経理処理が必要となることを前提とすること。 

※支払うべき額の確定は、別添５の「委託事業事務処理マニュアル（経済産業省大臣

官房会計課作成）」を適用して実施。 

 

 

８．応募要領 

 

（１）公募期間等スケジュール 

①公募開始（公告）   平成２７年１月２３日（金） 

②公募〆切       平成２７年２月２７日（金）（１５時必着） 

③審査結果の連絡    平成２７年３月上旬 

④契約、事業開始予定  平成２７年４月（予算成立が前提） 

 

（２）応募方法 

次の提出書類を一つの封筒に入れ、提出期限までに中国経済産業局次世代産業課 特

許室へ郵送又は持参すること。 

提出に当たっては、 

・宛先面に「平成２７年度特許等取得活用支援事業に係る企画提案書在中」と朱書き 

・提出書類を作成する際、原則Ａ４で片面印刷とし、複数枚にわたる様式では頁を付け

左上をホチキス等で止める 

・提出書類を作成する際、図表等でカラー表示する場合は白黒で複写しても内容がわか

るようにする 

としてください。 

 

●提出書類と提出部数 
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①企画提案書 正本１部＋写し６部 

②定款（寄付行為） ６部 

③過去２年間の貸借対照表、損益計算書（収支決算書） 各６部 

④パンフレットその他事業者の概要がわかる資料 ６部 

※コンソーシアム形式の場合、代表法人は上記①から④のすべてについて、他の構成

者は上記②から④について提出すること。なお、構成者が法人格を有していない等

により上記②、③の提出が困難なときは、当該構成者の財務状況がわかる資料等代

わりとなる資料を提出すること。 

 

 

９．審査結果の通知 

 

採択、不採択の結果については、書面で通知する。 

採択、不採択についての問い合わせについては一切応じられないので注意すること。 

 

 

１０．注意事項 

 

（１）本件手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（２）提出された資料（企画提案書等）の作成費は経費に含めない。また、採択の正否に

関わらず、企画提案書等の作成費用は支給しない。 

（３）提出された企画提案書等は返却しない。ただし、機密保持には十分配慮する。なお、

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１年５月１４日法律第４２

号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、

情報公開の対象となる。 

 

 

１１．問い合わせ、提出先 

 

中国経済産業局次世代産業課 特許室（担当：小野寺、原田、小島） 

ＴＥＬ：０８２－２２４－５６８０ 

ＦＡＸ：０８２－２２４－５６４５ 
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（別紙１） 

 



 

21 

（別紙２） 

知財総合支援窓口で支援する課題等 

 

支援窓口では、様々な課題等に対してその場で（即時に）支援を行うほか、知財専

門家の活用や支援機関との連携により支援を行いワンストップサービスの提供を行

うこととする。 

（注）以下に掲げるものは必須の対応となるほか、実際の課題等に即して適宜 適

な解決支援を実施すること。 

 

（１）支援窓口においてその場で（即時に）解決支援を実施するもの 

①中小企業等の企業経営における知的財産意識の動機付け 

企業経営の中における様々な知的財産（ノウハウや特許等）の存在の認識のほ

か、技術流出は大きな経営リスクとなることなど、知的財産の重要性等の意識付

け及び各種権利の違いや活用手法の紹介 

②知的財産制度の概要説明 

特許等の産業財産権制度のほか、営業秘密等の不正競争防止法、著作権法、種

苗法、地理的表示制度など、知的財産制度全般に関する制度概要やそれらの違い

などの説明。 

③特許出願などの手続に関するアドバイス等の支援（電子出願支援を含む） 

特許等の産業財産権制度に係る出願や登録、中間手続などの手続方法について

説明する。また、電子出願ソフトを利用した電子出願に係る手続方法や操作方法

の説明及び電子出願支援用端末機器を利用した実際の電子出願（電子証明書の用

意がある場合に限る）のアドバイス等の支援。 

④特許情報プラットフォーム（以下「Ｊ－ＰｌａｔＰａｔ」という。）の検索に関

するアドバイス等の支援 

ＩＮＰＩＴが運営するＪ－ＰｌａｔＰａｔを活用して、既に出願されている、

又は権利化されている情報の検索・操作方法の説明及び検索のアドバイス。 

※Ｊ－ＰｌａｔＰａｔを活用する場合は、電子出願支援用端末機器を利用しても

構わない。 

⑤知的財産に関する各種支援施策等の紹介・説明 

中小企業等が利用可能な知的財産関連の支援施策の紹介、支援内容・手続方法

の説明及び出願等の手続における費用（特許庁へ納付する手数料や弁理士費用に

関する情報等）を提示。 

 ⑥発明や技術ノウハウ等に係る各種相談 

技術開発や研究成果から産み出された発明や技術ノウハウ等に関してどのよ

うに今後進めていくことが適切なのかといった各種相談への対応。 

 

（２）支援窓口において知財専門家を積極的に活用し支援を実施するもの 

①類似技術等の調査に関するアドバイス等の支援 

新たな研究開発における既存の公知技術の調査や権利取得をしようとする中

小企業等に対する類似の技術等の権利化状況などの調査のアドバイス。 

②研究開発テーマの選定（特許マップ作成等）に関するアドバイス等の支援 
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新たな技術開発動向の指標や特定分野における既存の特許権の調査・検証に活

用するための特許マップ等の作成に関するアドバイス。 

③発明提案書作成に関するアドバイス等の支援 

特許権取得に不慣れな中小企業等に対して、発明提案書に対するアドバイス。 

④事業化プランの策定に関するアドバイス等の支援 

中小企業等が保有している知的財産権を活用した事業プランの構築について、

提案を行うなどの事業化プランの策定に関するアドバイス。 

⑤ライセンス契約、技術移転等に関するアドバイス等の支援 

中小企業等において利用ニーズのある技術の紹介、大学・公設試や企業等が保

有するライセンスや権利譲渡が可能な技術の発掘等による仲介の支援や、契約書

ひな型の提供、注意事項等の説明など必要な情報を提供。 

⑥知的財産戦略策定に関するアドバイス等の支援 

中小企業等における経営上の課題（自社の製造・市場開拓・販売能力の検討等）

と結びついた知的財産の戦略的な活用方法（知的財産保護やノウハウ管理の選択

等）の策定アドバイス。 

⑦営業秘密（ノウハウ）管理に関するアドバイス等の支援 

中小企業等における経営上の課題（自社の製造・市場開拓・販売能力の検討等）

と結びついた知的財産の戦略的な活用方法（知的財産保護やノウハウ管理の選択

等）の策定アドバイス。 

⑧海外展開に関するアドバイス等の支援（外国出願助成制度等） 

今後、事業を海外で展開しようとする中小企業等に対して、海外の知的財産制

度の説明、海外で権利取得する際の外国出願に係る費用助成事業等の支援策や地

域の支援機関が設定している助成等の支援策等の周知及び活用アドバイス。 

支援に当たっては、特許庁等から提供する海外展開支援に関する参考マニュア

ルを参照し、実施すること。 

⑨模倣品・侵害訴訟対応に関するアドバイス等の支援、支援施策等の紹介 

海外における中小企業等の模倣品、侵害訴訟に対する各種事業（知的財産権の

侵害調査：ＪＥＴＲＯ事業、模倣被害アドバイザーによるアドバイス等：特許庁・

外国産業財産権侵害対策等支援事業）の活用、知財専門家による侵害訴訟対応へ

のアドバイス。 

⑩知的財産に関する社内規程等の整備・改善に関するアドバイス等の支援 

従業員の行った発明の扱いや報酬等を規定した社内規程等の整備や改善に関

し制度の説明や基本的な規定の考え方に関するアドバイス、知財専門家による社

内規程案策定のアドバイス。 

⑪研究開発、事業化等に関する補助金等支援施策の紹介・説明 

  中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ制度）等の経済産業省、中小企業庁で実施し

ている支援施策について紹介・説明。 

また、特許庁、経済産業局等で申請を受け付けている特許料等の減免制度の紹

介。 
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支援窓口においてその場で支援が困難な場合には、以下の方法などにより課題等

の解決を図る。 

 自己の保有する人材データベースや以下の特許庁・各機関が公開しているデータ

ベース等を活用して課題等に適した知財専門家と協働して支援を実施。 

●弁護士知財ネット（http://www.iplaw-net.com/） 

※弁護士知財ネットが運営するサイト 

●弁理士Ｎａｖｉ（http://www.benrishi-navi.com/） 

※日本弁理士会が運営するサイト 

●知財人材データベース（https://chizai-jinzai-db.go.jp/） 

※ＩＮＰＩＴが委託事業で運営するサイト 

（３）他の支援機関と積極的に連携してアドバイス等の支援を実施するもの 
 

支援窓口において課題等の解決が困難な場合には、以下の方法などにより課題等

の解決を図る。 

① 課題等の解決に適した支援施策を実施している地域の支援機関との相談の接

続支援又は連携してアドバイス等の支援を実施。 

 

② 海外展開、営業秘密管理、知的財産戦略（権利化／秘匿化、オープン＆クロー

ズ戦略など）の解決に適した支援施策を実施しているＩＮＰＩＴとの相談の接続

支援又は連携してアドバイス等の支援を実施。 

  ●ＩＮＰＩＴ海外知的財産プロデューサー 

  ●ＩＮＰＩＴ営業秘密・知財戦略相談窓口（仮称） 

 

 

（注）上記の支援のうち、窓口支援担当者による訪問支援、知財専門家による支

援（訪問支援も含む）については、原則、中小企業・個人事業主・創業予定の個人

を対象とする。その他に対する窓口支援担当者及び窓口知財専門家による訪問支援、

知財専門家による支援（訪問支援も含む）については、地域経済の貢献に資する場

合にのみ支援を実施すること。 

（４．（１）①参照）。 
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（別紙３） 

中

小

企

業

知財総合支援窓口

（窓口）知財専門家（弁理士）（注1）

制度説明
発明発掘
ふるい分け

権利化検討
特許調査等

出願の検討

案件情報・発明概要作成
(案件情報は情報を特定できないような情報の
み記載・発明概要に詳細を記載)窓口支援者・

専門家との協働により作成

案件情報送付

希望する弁理士を
取りまとめ弁理士情報を送付

代理人となった弁理士と相談の上、出願

知財総合支援窓口にお
いて公募される情報を
支部会員に周知・協力

依頼

選任した弁理士を
報告

(注1) 企画提案書に記載された窓口知財専門
家または必要に応じて活用する弁理士
(注２)窓口においてＨＰ等による公募により登
録された弁理士

② ③ ④

出願を行う意思がある場合、弁理士のマッチング支援策を活用したいか確認⑤

⑥

⑦ 登録弁理士に
案件情報を開示

⑨

希望する登録弁理士は
専門分野、自己PRを送る

⑩

⑫

⑬

発明概要送付

※知財総合支援窓口にお
いてＨＰ等により県内中小
企業支援に協力頂ける弁
理士を公募
（公募の対象地域は限定
しない。）

メールにて一斉
送付

日本弁理士会支部

○登録弁理士マッチング支援の対象者は、知財総合支援窓口で知財専門家（窓口知財専門家を含む）の活用による支援を受けた中小企業。

⑧

窓口支援担当者

公募により

登録された弁理士（注２）

知財総合支援窓口における登録弁理士マッチング支援（平成２７年度）

相談①

希望があった弁理士の中から選択し、
発明概要による詳細内容にて相談を行い、
弁理士を選定し、依頼
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（別紙４） 

支援内容報告シート等（イメージ） 
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（別紙５） 

 

支援事例報告シート（イメージ） 
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（別紙６） 

 

覚   書 （イメージ） 

 

 

○○（以下「甲」という）及び○○（以下「乙」という）は、中国経済産業局と甲

との間で締結された平成２７年●月●日付●●契約（以下「甲契約」という。）に基

づく特許等取得活用支援事業（以下「甲事業」という。）及び独立行政法人工業所有

権情報・研修館と乙との間で締結された平成２７年●月●日付●●契約（以下「乙契

約」という。）に基づく窓口機能強化事業（以下「乙事業」という。）の実施に関して、

次のとおり、覚書（以下「本覚書」という。）を締結する。 

 

 

第１条（目的） 

本覚書は、甲乙間において、甲が甲契約に基づいて乙に協力する内容及び乙が乙契約

に基づいて甲に協力する内容を相互に確認するとともに、両者の連携を密にすること

により、相手方が真に必要とする協力を提供することができる環境を整えることを目

的とする。 

 

第２条（協力の内容） 

甲及び乙は、甲が、乙に対し、次の各号に掲げる義務を負っていることを相互に確認

する。 

一 乙が実施する甲事業を対象とした研修への参加 

二 乙が提供する甲事業専用の Web サイトへの掲載・リンク手続等の対応、甲事業専

用イントラネットへの接続及び同イントラネットを活用した支援内容報告シー

トの作成・提出等 

三 乙が設定する全国共通ダイヤルの電話番号登録・手続等への対応 

四 乙事業に関する乙からの依頼事項への対応（情報収集や、収集した情報の展開等） 

五 甲単独での対応が困難な案件、または都道府県の区域をまたがる案件への対応に

ついて乙に対する支援の依頼 

六 その他甲契約に定める協力を行うこと 

 

２ 甲及び乙は、乙が、甲に関し、次の各号に掲げる義務を負っていることを相互に

確認する 

一 知財総合支援窓口で対応困難な課題等へのサポートをすること 

二 支援手法を確認し、より効果的な連携支援が行われるよう分析・助言をすること 

三 知財総合支援窓口従事者に対して人材育成業務（研修等）を行うこと 

四 知財総合支援窓口を利用した中小企業等からＣＳアンケートを取得し、当該窓口

に対して適切にフィードバックを行うこと 

五 その他乙契約に定める支援を行うこと 

 

第３条（秘密保持） 

甲及び乙は、本覚書に関する業務により知りえた情報を甲契約及び乙契約の規定にし

たがって適切に管理しなければならないことを相互に確認する。 
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２ 本条の規定は、本覚書の期間終了後又は解除した後であっても、なおその効力を

有する。 

 

第４条（有効期間） 

本覚書は、本覚書締結の日から効力を生じ、甲契約の終了する日又は乙契約の終了す

る日（甲契約又は乙契約の終了事由の如何を問わない。）のいずれか早く到来する日

に終了するものとする。 

 

第５条（協議事項） 

相手方が本覚書のいずれかの条項を遵守しない場合、本覚書に疑義が生じた場合及び

本覚書に定めがない事項は、独立行政法人工業所有権情報・研修館及び中国経済産業

局に報告するとともに、独立行政法人工業所有権情報・研修館及び中国経済産業局の

指示に従い、甲乙双方、円満に解決することとする。 

 

以上を合意した証として、本書２通を作成し、甲乙署名捺印の上、各々１通を保有す

るものとする。 

 

平成●●年●月●日 

 

甲 ●●●●●●●番●●号 

  株式会社  ●●●● 

  代表取締役 ●● ●● 

 

乙 ●●●●●●●番●●号 

  株式会社  ●●●● 

代表取締役 ●● ●● 
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（別紙７） 

特許等取得活用支援事業に関する経費の支出基準 
 

 

１．特許等取得活用支援事業を実施するために必要な経費 

人件費 

（１）局事業窓口支援担当者 

本事業に従事した時間に時間単価を乗じた額を人件費として支出 

（２）管理者・事務担当者 

本事業に従事した時間に時間単価を乗じた額を人件費として支出 

※本事業に従事した場合において、自主事業を除き、他の公的な事業（国若しくは地方公共

団体の事業）を兼務し当該事業から人件費の支給を受けている場合（注）は、本事業に従事

した場合でも人件費は支給しない。 

（注）当該人件費が、他の公的な事業に従事した時間のみに対して支給されていることが

当該事業の業務日誌等で明確になっている場合はこの限りではない。 

 

 

事業費 

（１）窓口支援担当者の事業実施に必要な事務経費 

窓口支援担当者の事務経費（ＰＣ・什器類の借料、電話等回線使用料）、中小

企業等の発掘その他支援のために必要な費用（ＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者が

業務を円滑かつ着実に実施するのに必要な什器類等の費用を含む。） 

（２）局事業窓口支援担当者・管理者等の事業実施に必要な旅費 

中小企業の発掘、中小企業・個人事業主・創業予定の個人への訪問、機能強化

事業者が実施する研修、事業周知・広報活動、連携する支援機関との会議等事業

実施に必要な旅費（ＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者の旅費については計上できな

い。） 

（３）知財専門家の活用に必要な経費 

窓口又は原則、中小企業・個人事業主・創業予定の個人を訪問する等の支援の

ために必要な謝金及び旅費 （４．（１）①参照） 

（４）事業実施に必要な経費 

①支援機関との連携会議の開催に必要な経費 

会場借料、資料費、会議費等 

②事業周知実施に必要な経費 

ホームページ記事作成、事業周知用リーフレット等の作成、新聞・広報誌

等への掲載等の実施にかかる費用等 

③電子出願支援に必要な経費 

電子出願用機器類（電子出願支援ソフトも含む※）の借料、回線使用料等 

※原則として、ＩＮＰＩＴが提供する無料の電子出願ソフトを活用するこ

ととし、有償のソフトを活用する必要がある場合は局の承認を得ること。 
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④事務処理経費 

本事業の管理・事務処理に必要な事務経費（ＰＣ・什器類の借料、通信運

搬費、消耗品費、賃金等役務経費等） 

⑤その他必要な経費 

● 借室料 

Ａ．機能強化のための借室料 

ａ．機密性の確保された会議室等の借室料（当該事業においてのみ使用

する場合に限る。） 

ｂ．サテライト窓口に係る借室料（サテライト設置場所における本事業

の専任でない操作補助者にかかる人件費は除く。） 

ｃ．イベント出展等に伴う臨時窓口設置に関する費用 

ｄ．イベント出展以外の臨時窓口の設置に関する費用（中小企業等への

訪問時の交通費や移動時間等を考慮し、事業実施において経済的かつ

効率的と局にて判断した場合は支出対象経費と認める。） 

ｅ．窓口の受け付け等スペースに係る借室料（窓口事業でのみ使用する

部分に限る。） 

 

Ｂ．ＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者に係る借室料 

ａ．ＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者の執務スペースに係る借室料（面積

割り等でＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者の使用するデスク周り等作

業スペースに係る借室料について支出対象経費として認める。） 

ｂ．共用部分に係る借室料（人数割り等で、共同で利用する打ち合わせ

スペースや通路等共用部分に係るＩＮＰＩＴ事業窓口支援担当者分

についてのみ支出対象経費として認める。人数の変更に伴い、毎月の

支出額が変更になる可能性あり。） 

 

Ｃ．管理者・局事業窓口支援担当者等に係る借室料 

ａ．管理者、事務担当者及び局事業窓口支援担当者等の執務スペースに

係る借室料及び共用部分に係る借室料（面積割り、人数割り等で管理

者及び窓口採用の窓口支援担当者等の使用するデスク周り等作業ス

ペース及び共同で利用する打ち合わせスペースや通路等共有部分に

係る借室料について支出対象経費として認める。ただし、管理者及び

窓口支援担当者等が当該事業のみならず、他の事業も行っており、借

室料の切り分けが出来ない場合には、借室料の支出はできない。） 

 

 

● 本事業専用の電話回線にかかる経費 

機能強化事業者が設定する全国共通ダイヤルの手続等の対応にかかる費

用等の局が事業実施のために必要と認めた経費 

 

２．一般管理経費 

上記１．の経費（人件費＋事業費）に、実施事業者の直近年の決算上の管理費比率

又は１０％のいずれか低い率を乗じた額。 


