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関東支部（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日） 

 

１．支部役員（５０音順） 

  【支 部 長】久保  司（東京都） 

  【副支部長】朝日 直子（千葉県）  飯田 圭一（栃木県）  尾崎 光三（東京都） 

        狩野  彰（東京都）  川久保新一（東京都）  神原 貞昭（神奈川県） 

        桒原 史生（東京都）  小泉 雅裕（東京都）  河野  哲（東京都） 

        崔  秀喆（東京都）  佐原 雅史（埼玉県）  園部 武雄（茨城県） 

        高崎 芳紘（千葉県）  高橋 俊一（東京都）  田中 正男（山梨県） 

        永井 義久（東京都）  羽鳥  亘（群馬県）  丸山 幸雄（東京都） 

        吉田 芳春（東京都） 

  【幹  事】青木  充（神奈川県） 石橋 良規（東京都）  伊藤 夏香（東京都） 

        内田 和男（東京都）  榎本 英俊（東京都）  遠藤 信明（東京都） 

        折居  章（東京都）  柿本 邦夫（東京都）  亀谷 美明（東京都） 

        川崎  仁（東京都）  川端 兆隆（茨城県）  木下  茂（神奈川県） 

        工藤 宣幸（東京都）  香原 修也（東京都）  小島高城郎（東京都） 

        小林 英一（千葉県）  鈴木 康介（東京都）  鈴木  知（東京都） 

        関  昌充（東京都）  世良 和信（東京都）  鷹取 政信（東京都） 

        高橋 幸夫（神奈川県） 谷山  守（東京都）  田村  爾（東京都） 

        塚原 孝和（神奈川県） 中川 邦雄（茨城県）  長野 正紀（埼玉県） 

        長濱 範明（東京都）  中村  仁（東京都）  西出 眞吾（東京都） 

        萩原 康司（東京都）  橋本  清（東京都）  廣瀬 隆行（東京都） 

        舟橋 榮子（東京都）  保科 敏夫（神奈川県） 堀  城之（東京都） 

        柳澤 孝成（東京都）  矢野 公子（東京都）  山崎 高明（神奈川県） 

        米山 尚志（東京都） 

  【監 査 役】小林  正（東京都）  中山  清（東京都）  和田 成則（東京都） 

 

２．支部総会 

（１）定期支部総会 

  【日時等】平成２１年７月１７日（金）15:00～16:30 場所．弁理士会館３階会議室 

  【議 案】第１号議案 平成２０年度事業報告の承認を求める件 ［原案通り可決］ 

       第２号議案 平成２０年度決算の承認を求める件   ［原案通り可決］ 

       第３号議案 平成２１年度事業計画の承認を求める件 ［原案通り可決］ 

       第４号議案 平成２１年度予算の承認を求める件   ［原案通り可決］ 

 

（２）第１回臨時支部総会 

  【日時等】平成２１年１２月１８日（金）15:00～16:00 場所．弁理士会館３階会議室 

  【議 案】第１号議案 平成２２年度関東支部支部長、副支部長、幹事及び監査役選任の件 

［原案通り可決］ 

 

３．会議･会合等と開催数 
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名 称 回 数 
支部役員会 １２回
監査役会（会計･会務監査） ３回
企画政策委員会 １０回
広報委員会 １１回
会員対応委員会  １回
研修対応委員会 １１回
東京委員会 １１回
神奈川委員会 １２回
埼玉委員会 １２回
千葉委員会 ６回
茨城委員会  １１回
群馬委員会   ４回
栃木委員会   ２回
山梨委員会   ９回
学校教育支援委員会   ８回
候補者指名委員会   ３回
相談室運営委員会   ９回
次年度会務検討ＷＧ   ４回
次年度人事検討ＷＧ   ３回
よろず相談実行委員会   ５回
（独）中小企業基盤整備機構関東支部との会合   １回
東京商工会議所との会合   ２回
東京都及び東京都知財総合センターとの会合  ２回
（社）発明協会東京支部との会合   １回
東京都との会合   １回
神奈川県との会合   ２回
栃木県との会合   ２回
山梨県との会合   １回
横浜市との会合 ７回
川崎市との会合   ５回
日本公認会計士協会東京会との会合   １回
町田商工会議所   １回
(社)首都圏産業活性化協会   １回
青梅商工会議所   １回
エフエム多摩放送(株)   １回
エフエムラジオ立川(株) １回
多摩信用金庫 １回
（財）神奈川産業振興センターとの会合   ２回
（社）発明協会神奈川県支部との会合   ２回
横浜市立サイエンスフロンティア高等学校との会合   ４回

 

４．主な事業活動 

（１）対内活動 

  1.研修会「中国商標入門」の開催 

   ・日  時：平成２１年５月２１日（木）15:00～17:00 

   ・場  所：つくば国際会議場 

   ・講  師：田中 二郎 会員 

   ・参加者数：１６名 

   「交流会」の開催 

   ・日  時：同日 17:20～19:20 
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   ・場  所：同会場 レストラン エスポワール 

   ・参加者数：１２名 

 

  2.研修会「中国における模倣商標－その現状と対策－」の開催 

   ・日  時：平成２１年６月２７日（土）16:00～18:00 

   ・場  所：ホテル天坊 

   ・講  師：高原 千鶴子 会員 

   ・参加者数：１８名 

「群馬県在勤・出身会員の交流会」の開催 

・日  時：同日 19:00～21:00 

・場  所：同会場 

・参加者数：１９名 

 

  3.研修会「東京商工会議所の事業説明会」の開催 

   ・日  時：平成２１年８月２４日（月）14:00～16:00 

   ・場  所：弁理士会館 

   ・講  師：柳本 満生 氏（東京商工会議所 中小企業相談センター経営相談担当課長） 

   ・参加人数：１４５名 

 

  4.研修会「中国商標入門」の開催 

   ・日  時：平成２１年８月２７日（木）15:30～17:30 

   ・場  所：甲府富士屋ホテル 

   ・講  師：田中 二郎 会員 

   ・参加者数：３４名 

   「交流会」の開催 

   ・日  時：同日 18:00～20:00 

   ・場  所：同会場 

   ・参加者数：２０名 

 

  5.研修会「特許法等の最近の動向について」の開催 

   ・日  時：平成２１年８月２８日（金）16:00～18:00 

   ・場  所：ラフレさいたま 

   ・講  師：宮尾 武孝 会員 

   ・参加者数：４６名 

   「交流会」の開催 

   ・日  時：同日 18:30～20:30 

   ・場  所：同会場 

   ・参加者数：３２名 

 

  6.研修会「米国特許法について～情報開示陳述書（ＩＤＳ）を中心に～」の開催 

   ・日  時：平成２１年１０月６日（火）14:00～16:30 

   ・場  所：キャンパスイノベーションセンター 

   ・講  師：Marc Weiner 氏（米国 BSKB 弁護士） 

   ・参加者数：３１名 
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  7.研修会「中小企業に対する独占禁止法・不正競争防止法に関するアドバイス」の開催 

   ・日  時：平成２１年１０月３０日（金）14:15～17:30 

   ・場  所：崎陽軒本店 

   ・講  師：鈴木 満 氏（桐蔭横浜大学法科大学院教授・弁護士） 

         小野 哲 会員（弁護士） 

   ・参加者数：９６名 

   「交流会」の開催 

   ・日  時：同日 18:30～20:30 

   ・場  所：横浜クルーズ・クルーズ 

   ・参加者数：３８名 

 

  8.研修会「日本の進歩性実務との対比における米国、欧州、中国の進歩性実務について－最近の特許 

判例動向について－」の開催 

   ・日  時：平成２１年１０月３１日（土）15:00～17:00 

   ・場  所：高崎ワシントンホテルプラザ 

   ・講  師：小西 恵 会員 

   ・参加人数：２７名 

   「交流会」の開催 

   ・日  時：同日 17:30～19:30 

   ・場  所：同会場 

   ・参加者数：１７名 

 

  9.研修会「中国知財－特許、実用新案、意匠について、日本の制度との違いを中心として－」の開催 

   ・日  時：平成２１年１１月１３日（金）15:30～17:30 

   ・場  所：船橋グランドホテル 

   ・講  師：経 志強 氏（中国専利代理人） 

   ・参加人数：４９名 

   「交流会」の開催 

   ・日  時：同日 18:00～20:00 

   ・場  所：同会場 

   ・参加者数：１８名 

 

  10.「弁理士の相互交流を図る会in栃木」の開催 

   ・日  時：平成２１年１１月２７日（金）18:30～20:30 

   ・場  所：宇都宮ポートホテル 

   ・参加人数：１７名 

 

  11.研修会「農林水産分野知的財産戦略活用セミナー」の開催 

   ・日  時：平成２１年１２月２２日（火）13:30～16:45 

   ・場  所：弁理士会館 

   ・講  師：阪田 俊彦 会員、木戸 基文 会員 

   ・参加人数：６６名 

 

  12.研修会「著作権実務者養成講座」の開催 

   ・日  時：第１回：平成２２年１月１６日（土）13:00～16:15 
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         第２回：平成２２年１月３０日（土）13:00～16:15 

         第３回：平成２２年２月１３日（土）13:00～16:15 

         第４回：平成２２年２月２７日（土）13:00～16:15 

         第５回：平成２２年３月１３日（土）13:00～16:15 

   ・場  所：第１回、第２回、第５回：ＴＫＰ虎ノ門ビジネスセンター 

         第３回、第４回：弁理士会館 

   ・講  師：第１回：小西 恵 会員、第２回：石井 茂樹 会員、第３回：峯 唯夫 会員、 

         第４回：中川 裕幸 会員、第５回：村西 大作 会員（弁護士） 

   ・参加人数：第１回：４３名、第２回４３名、第３回４３名、第４回３９名、第５回３６名 

 

  13.研修会「埼玉における知的財産流通・活用の実例」の開催 

   ・日  時：平成２２年１月２２日（金）15:00～17:00 

   ・場  所：マロウドイン大宮 

   ・講  師：中西 寛 氏（(財)埼玉県中小企業振興公社 特許流通アドバイザー）、 

         北島 恒之 会員（(財)埼玉県中小企業振興公社 特許流通アドバイザー） 

   ・参加人数：３８名 

   「交流会」の開催 

   ・日  時：同日 17:30～19:30 

   ・場  所：同会場 

   ・参加者数：２５名 

 

  14.研修会「弁理士のための『表示』入門」の開催 

   ・日  時：第１回：平成２２年１月２６日（火）13:30～15:30 

         第２回：平成２２年２月１日（月）13:30～15:30 

   ・場  所：弁理士会館 

   ・講  師：浅見 隆行 弁護士 

   ・参加人数：第１回：１３９名、第２回１２９名  

 

  15.研修会「プロダクトデザインの法的保護－主として意匠権、著作権及び商標権との関係－」の開催 

   ・日  時：平成２２年２月３日（水）13:30～15:30 

   ・場  所：弁理士会館 

   ・講  師：五味 飛鳥 会員 

   ・参加人数：１４７名 

 

  16.研修会「知財相談に関する研修会」の開催 

   ・日  時：平成２２年２月１５日（月）13:30～15:30 

   ・場  所：弁理士会館 

   ・講  師：船津 暢宏 会員、菊池 徹 会員、大熊 孝一 会員 

   ・参加人数：８０名 

 

  17.研修会「知財をめぐる課税関係－弁理士が知っておきたい知財関連税務の基礎知識－」の開催 

   ・日  時：平成２２年２月１８日（木）13:45～17:00 

   ・場  所：全日通霞が関ビル 

   ・講  師：岩下 卓司 会員（税理士） 

   ・参加人数：１９１名 
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  18.研修会「中小企業診断士業務」の開催 

   ・日  時：平成２２年２月２３日（火）13:30～15:30 

   ・場  所：弁理士会館 

   ・講  師：小宮山 敏恵 氏（中小企業診断士・特定社会保険労務士） 

   ・参加人数：１１２名 

 

  19.研修会「環境問題と知的財産」の開催 

   ・日  時：平成２２年２月２６日（金）14:00～16:00 

   ・場  所：弁理士会館 

   ・講  師：佐藤 祐介 会員 

   ・参加人数：５７名 

 

  20.研修会「医薬発明の審査基準改定と再生医療技術」の開催 

   ・日  時：平成２２年３月１日（月）14:00～16:00 

   ・場  所：弁理士会館 

   ・講  師：石埜 正穂 氏（札幌医科大学付属産学地域連携センター 副所長） 

   ・参加人数：１３４名 

 

  21.「新人歓迎のセミナー＆パーティ」の開催 

   ・日  時：平成２２年３月３日（水）16:00～20:00 

   ・場  所：弁理士会館 

・セミナー：○パネルディスカッション「事務所の設立から現状の運営」 

コーディネーター：田村 爾会員（11668）幹事 

パネラー：高崎芳紘会員（9387）千葉委員会推薦 

                佐原雅史会員（11268）埼玉委員会推薦 

                石川壽彦会員（12784）神奈川委員会推薦 

                服部秀一会員（12839）群馬委員会推薦 

     ○関東支部の組織、活動についての全体説明 川久保新一副支部長 

   ・パーティ：○都県ごとテーブルを配置し、歓談 

○先輩弁理士による個別相談会 ６件（就職相談3件、独立開業3件） 

   ・参加人数：新人  セミナー２６名、パーティ３７名 

関係者 ３６名 

 

（２）対外活動 

  1.「弁理士の日」イベントとして、平成２１年６月２７日（土）に全国一斉無料特許相談会を開催し 

た。 

開 催 地 代 表 者 開 催 会 場 

東京会場 吉田 芳春 弁理士会館 

神奈川会場 神原 貞昭 神奈川中小企業センター 

千葉会場 高崎 芳紘 銚子商工会議所 

埼玉会場 佐原 雅史 大宮ソニックシティビル 

茨城会場 有阪 正昭 つくば国際会議場 

群馬会場 羽鳥  亘 群馬県知的所有権センター
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栃木会場 飯田 圭一 とちぎ健康の森 

山梨会場 浅川  哲 山交百貨店 

  ※東京会場は併催イベントとして「起業支援セミナー『知って得する！起業の際に必ず役立つ基礎知

識』」を開催した。 

・参加者数：５８名 

 ・内  容：【第１部】起業するときの注意点「事業を立ち上げてゆくときに考えるべき基本的事

項」 

       【第２部】起業時に知っておくべき知的財産の話「知的財産の権利発生～活用の観点

とリスク回避の観点から、実例を挙げて。」 

 ・講  師：第１部：上野 正和 氏（ティンバップ㈱代表取締役） 

       第２部：田辺 恵 会員、関 昌充 会員 

 

2.弁理士制度 110 周年記念イベントとして、「弁理士制度 110 周年記念フェスタ in 横浜開港 150 周

年」を共催した。 

・日  時：平成２１年９月２３日（水・祝）10:00～17:30 

・場  所：横浜駅東口 新都心プラザ特設会場 

・主  催：日本弁理士会、日本弁理士会関東支部 

・後  援：横浜市、（財）横浜開港１５０周年協会 

・参加者数：約１，５００名 

 ・内  容：クイズ大会、特許制度紹介、大道芸、発明品展示、模倣品展示、パネル展示、パンフ

レット配布、ノベルティ配布、発明相談等 

 

3.関東支部主催として、「ハローワーク求職者のための起業支援セミナー」を開催した。 

・日  時：第１回：平成２１年１０月２３日（金）13:30～15:00 

第２回：平成２１年１１月 ６日（金）13:30～16:50 

第３回：平成２１年１２月 ４日（金）13:30～16:50 

 ・場  所：第１回：プラザホール、第２・３回：弁理士会館 

 ・主  催：日本弁理士会知的財産支援センター、日本弁理士会関東支部 

 ・共  催：（財）東京都中小企業振興公社 東京都知的財産総合センター 

・参加者数：第１回８８名、第２回８６名、第３回１２４名 

 ・内  容：【第１部】「知的財産の権利発生、知的財産の活用、リスク回避の観点から」 

             【第２部】「知的財産に関する支援制度のご紹介及び活用について」 

・日本弁理士会 特許出願等援助制度について（特許出願無償支援） 

・東京都 助成金制度について 

・講  師：【第１部】第１回：吉田 芳春 会員、第２、３回：田辺 恵 会員 

       【第２部】第１～３回：平田 光成 氏（東京都知的財産総合センター） 

            第１回：高橋 良文 会員、第２回：中村弘通 会員、 

第３回：鈴木 典行 会員 

 

4.関東支部主催として、「著作権セミナー」を開催した。 

・日  時：平成２１年１１月９日（月）14：00～16：00 

・場  所：弁理士会館２階Ａ・Ｂ会議室 

・対  象：東京２３区の自治体職員 

・テ ー マ：自治体キャラクターの著作権について 

・講  師：本山 雅弘 氏 （国士舘大学准教授） 
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・参加者数：９区１２名＋企業の方１名 

 

5.キャラバン隊の活動として、「第３回山梨産学官連携シンポジウム」を共催した。 

・日  時：平成２２年２月９日（火）13:00～20:00 

・場  所：ベルクラシック甲府 

・主  催：山梨県、山梨大学 

・共  催：甲府市、山梨市、北杜市、中央市、都留市、岡谷市、やまなし産業支援機構、日本弁

理士会関東支部、甲府商工会議所、山梨中央銀行 

・後  援：文部科学省、科学技術振興機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構、テレコムエ

ンジニアリングセンター、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨放送、山梨日日新聞社、

時事通信社甲府支局、読売新聞社甲府支局、毎日新聞社甲府支局、朝日新聞社甲府総

局、テレビ朝日甲府支局、ＮＨＫ甲府放送局、共同通信社甲府支局、日本経済新聞社

甲府支局、産経新聞社甲府支局、テレビ山梨、エフエム富士 

・参加者数：４２４名 

・テーマ及び講師 

【第一部】 講演 

１．基調講演（１）「グリーンイノベーションを目指した研究開発」 

講師 谷 広太 氏（文部科学省研究開発局海洋地球課地球・環境科学技術推

進室長） 

基調講演（２）「低炭素社会を目指したエネルギー産業における研究開発」 

   講師 渡辺 尚生 氏（東京ガス株式会社 常務執行役員・技術開発本部長） 

２．特別講演「ＩＣＴに関するグリーンイノベーションと産学官連携」 

   講師 甕 昭男 氏（財団法人テレコムエンジニアリングセンター理事長） 

    【第ニ部】テーマ別フォーラム「地域産学官連携拠点推進体制の構築」 

          １．基調講演「地域の地域による地域のための産学官連携」 

             講師 岡田 基幸 氏（ＡＲＥＣ事務局長） 

          ２．パネルディスカッション 

            パネラー 岡田 基幸 氏（ＡＲＥＣ事務局長） 

            パネラー 飯島 浩司 氏（山梨青年工業会会長） 

            パネラー 小林 哲男 会員（日本弁理士会関東支部山梨委員会委員） 

            パネラー 廣瀬 正文 氏（財団法人やまなし産業支援機構専務理事） 

            パネラー 秋山 貴司 氏（山梨県工業技術センター所長） 

            パネラー 花岡 隆一 氏（山梨大学客員教授） 

            コメンテーター 有井 昇 氏（山梨中央銀行取締役営業統括部長） 

            コメンテーター 窪田 洋二 氏（山梨大学産学官連携・研究推進機構部長） 

            モデレーター 徳山 博干 氏（ＪＳＴイノベーションサテライト静岡 館長） 

    【第三部】交流会 

 

6.関東支部主催として、「第３１回工業技術見本市 テクニカルショウヨコハマ２０１０」の併催行

事「知的財産権シンポジウム」を開催した。 

 ・日  時：平成２２年２月５日（金）13:30～16:50 

 ・場  所：パシフィコ横浜 アネックスホール 

 ・主  催：日本弁理士会関東支部、神奈川県 

 ・後  援：横浜市、川崎市、（財）川崎市産業振興財団、神奈川Ｒ＆Ｄ推進協議会 

 ・協  力：（社）発明協会神奈川県支部 
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・参加者数：１３５名 

・内  容：開会挨拶 小野 義博 氏（神奈川県副知事） 

           久保 司 会員（日本弁理士会関東支部 支部長） 

      講演「オープンイノベーションと産学連携」 

         講師 太田 与洋 氏（東京大学産学連携本部 教授、 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

プログラムマネージャー） 

      講演「イノベーション時代のビジネス戦略と知的財産」 

         講師 金尾 良子 会員（NPO法人産学連携推進機構特任研究員 弁理士） 

      パネルディスカッション「オープンイノベーションによる技術開発を進めるには」 

        パネラー 太田 与洋 氏（東京大学産学連携本部 教授、 

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） 

プログラムマネージャー） 

        パネラー 河本 健二 会員（日産自動車株式会社知的財産部長 弁理士） 

        パネラー 加藤 革 氏（神奈川県特許情報活用支援アドバイザー） 

        パネラー 西谷 亨 氏（財団法人川崎市産業振興財団 

                    知的財産戦略推進プログラム事業 

                    知的財産コーディネータ） 

        コーディネータ 大塚 康男 氏（神奈川県産業技術センター 副所長） 

 

  7.教育機関への支援事業 

開催日時 学校名 対象 講師 

09.05.11 群馬県立太田工業高等学校 機械科３学年 ７６名 羽鳥亘 

池上美穂 

木村純平 

09.06.17 群馬県立前橋商業高等学校 ビジネス学科３学年５クラス 羽鳥亘 

稲垣仁義 

堂本環 

中濱明子 

09.07.25 出張！ＩＰカルチャー教室 ５学年 ３３名及び保護者 藤沢昭太郎 

佐々百合子 

高橋理恵 

09.09.26 東京都墨田区立文花中学校 １学年 ３３名 伊藤夏香 

09.11.04～09.11.06 横浜市立横浜サイエンスフロンテ

ィア高等学校 

１学年６クラス ２４０名 池上美穂 

羽鳥亘 

白坂一 

高昌宏 

岩永勇二 

藤沢昭太郎 

09.11.17 群馬県立前橋工業高等学校 機械科２学年２クラス ８０名 山田勉 

大神田梢 

田仲剛 

09.12.03 

09.12.10 

千葉県千葉市立高浜第二小学校 ５学年 ２４名 朝日直子 

新井範彦 
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守谷一雄 

09.12.14 東海大学付属望洋高等学校 普通科２学年 ２２０名 朝日直子 

高松武生 

10.01.06 平成 21 年度知的財産教育支援セ

ミナー事業 

栃木県中学校教育研究会技術家庭

科部会 ６０名 

羽鳥亘 

10.02.09 東京都世田谷区立給田小学校 ５学年４クラス １３９名 藤沢昭太郎 

小原寿美子 

 

8.講師、相談員の派遣 

開催日時 概要 主 催 開催場所 派遣者 

月～金 

(10:00～12:00、

14:00～16:00) 

常設特許相談室 

（要予約・個人面談方式）

－ 弁理士会館１階 

相談室 

支部所属弁理士 

09.04～10.03 

毎月第1･3木曜日 

平成21年度窓口専門相談 東京商工会議所 東京商工会議所 

中小企業相談セン

ター 

茜ヶ久保公二 

伊藤夏香 

加藤孝雄 

関昌充 

長島繁樹 

武田寧司 

佐野惣一郎 

今下勝博 

野上晃 

井出真 

半田昌男 

高松武生 

09.04～10.03 

毎月第4木曜日 

知財駆け込み寺産業財産

権相談会 

特許庁 沼田商工会議所 稲村悦男 

中村俊郎 

小林智昭 

09.04～10.03 

毎月第2木曜日 

士業専門家による無料相

談会 

埼玉県創業・ベンチ

ャー支援センター 

埼玉県創業・ベン

チャー支援センタ

ー 

神田正義 

松冨豊 

石井光正 

09.04.01～10.03.31 

月 4日 

第 68回国民体育大会（東

京国体） 

東京都  豊崎玲子 

09.04.01～11.03.31 

年 1回程度 

千葉県知的財産戦略推進

協議会 

千葉県  杉本ゆみ子 

09.06～10.02 

月 1回 

横浜市知的財産活用促進

助成金交付審査会 

横浜市  山崎高明 

09.07.10～13 なるほど婦人発明展「発明

相談コーナー」 

(社)婦人発明家協会 東武百貨店池袋店 三浦誠一 

野上晃 

貴志浩充 

高松武生 

09.07.10 目指せスペシャリスト事

業に係る講演会 

神奈川県立相原高等

学校 

神奈川県立相原高

等学校 

坂野博行 

09.09.08 平成 20年度 ICTベンチャ 総務省、日本弁理士 （埼玉） (埼玉運営委員) 
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09.09.29 

09.10.06 

09.10.22 

09.10.29 

09.11.12 

09.11.26 

09.12.10 

ー知的財産戦略セミナー

（埼玉、東京） 

会、独立行政法人情

報通信研究機構 

新都心ビジネス交

流プラザ 

（東京） 

東京都中小企業振

興公社 

佐原雅史 

杉原鉄郎 

都祭正則 

宮尾武孝 

（東京運営委員）

茜ヶ久保公二 

田辺恵 

野上晃 

黒田雄一 

(埼玉実習講師) 

奥野貴男 

寺田雅弘 

（東京実習講師）

佐野惣一郎 

貴志浩充 

09.09～10.02 千葉県中小企業知的財産

戦略コンサルティング事

業 

(財)千葉県産業振興

センター 

船橋市の工業団地 高橋幸夫 

09.09.08 

09.10.13 

09.11.10 

09.12.08 

10.02.09 

10.03.09 

産業財産権相談会 (社)発明協会群馬県

支部 

太田商工会議所 雨笠敬 

09.09.09 第 26回アイデア作品展 (社)発明協会群馬県

支部藤岡分会、(社)

発明協会群馬県支部

ららん藤岡 小林智昭 

09.9.9 情報交換会 町田商工会議所 町田商工会議所会

館 

在原元司 

09.09.13 第 26回アイデア作品展 (社)発明協会群馬県

支部藤岡分会、(社)

発明協会群馬県支部

ららん藤岡 小林智昭 

09.10.01 第 49回前橋市発明考案展 前橋市教育委員会、

前橋商工会議所、

(社)発明協会群馬県

支部前橋分会 

前橋プラザ元気２

１ 

茜ヶ久保公二 

09.10.01 第 45回富岡市発明くふう

展 

(社)発明協会群馬県

支部富岡分会、富岡

市、富岡市教育委員

会 

富岡市勤労者会館 服部秀一 

09.10.02 第 31回太田発明くふう展 (社)発明協会群馬県

支部太田分会 

ショッピングセン

ターラブコ－ト 

雨笠敬 

09.10.04 第 31回太田発明くふう展 (社)発明協会群馬県

支部太田分会 

ショッピングセン

ターラブコ－ト 

雨笠敬 
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09.10.06 第 59回栃木県発明展覧会

（一般） 

栃木県、(社)発明協

会栃木県支部 

栃木県産業技術セ

ンター 

飯田圭一 

09.10.15～16 ふちゅうテクノフェア 

第２０回府中市工業技術

展 

府中市 ルミエール府中 榎本英明 

横川邦明 

井出真 

09.10.22 2009 東京技術・発明展 (社)発明協会東京支

部 

東京都立産業貿易

センター 

高松武生 

09.10.22～23 2009 東京技術・発明展 (社)発明協会東京支

部 

東京都立産業貿易

センター 

伊藤夏香 

井出真 

09.10.24 第 45回富岡市発明くふう

展 

(社)発明協会群馬県

支部富岡分会、富岡

市、富岡市教育委員

会 

富岡市立美術博物

館 

服部秀一 

09.10.30 第 36回山梨県児童生徒発

明くふう展 

(社)発明協会山梨県

支部 

山交百貨店 浅川哲 

09.10.30～11.03 第 21回まなびピア埼玉

2009 

不正商品対策協議会 さいたまスーパー

アリーナ 

塩野谷英城 

寺田雅弘 

亀崎伸宏 

杉原鉄郎 

伊賀誠司 

関昌充 

鷺健志 

中川裕幸 

飯田圭 

09.11～10.02 横浜市産学連携事業化促

進助成金交付審査会 

横浜市経済観光局   神原貞昭 

09.11.03 第 36回山梨県児童生徒発

明くふう展 

(社)発明協会山梨県

支部 

山交百貨店 土橋博司 

09.11.05 第 80回群馬県創意くふう

作品展 

(社)発明協会群馬県

支部 

高崎商工会議所 羽鳥亘 

09.11.13 第 59回栃木県発明展覧会

（一般） 

栃木県、(社)発明協

会栃木県支部 

栃木県産業技術セ

ンター 

飯田圭一 

09.11.13 第 68回神奈川県青少年創

意くふう展覧会 

神奈川県、(社)発明

協会神奈川県支部 

神奈川中小企業セ

ンター 

木下茂 

09.11.中旬 第 49回前橋市発明考案展 前橋市教育委員会、

前橋商工会議所、

(社)発明協会群馬県

支部前橋分会 

前橋商工会議所 茜ヶ久保公二 

09.11.18 

10.01.20 

10.03.10 

中小企業産業財産権出願

等支援事業 

（社）発明協会栃木

県支部 

  吉村公一 

山田毅彦 

09.11.19 2009 東京技術・発明展 (社)発明協会東京支

部 

発明会館 川久保新一 

09.11.25～27 パテントソリューション 特許庁、関東経済産 東京国際展示場 高松武生 



 13

フェア2009 業局、広域関東圏知

的財産戦略本部 

伊藤夏香 

加藤孝雄 

武田寧司 

三浦誠一 

野上晃 

09.12.中旬 第 80回群馬県創意くふう

作品展 

(社)発明協会群馬県

支部 

群馬県庁 羽鳥亘 

09.12.10 知的財産実務セミナー（中

級Ⅰ） 

栃木県 栃木県産業技術セ

ンター大会議室 

阿部伸一 

福田信雄 

飯田圭一 

09.12.17 第 68回神奈川県青少年創

意くふう展覧会 

神奈川県、(社)発明

協会神奈川県支部 

ホテル横浜ガーデ

ン 

神原貞昭 

10.01.15 

10.01.22 

10.01.29 

発明提案書のまとめ方セ

ミナー（機械編） 

東京都中小企業振興

公社東京都知的財産

総合センター 

東京都中小企業振

興公社 

伊藤夏香 

10.01.19 知的財産実務セミナー（中

級Ⅱ） 

栃木県 栃木県産業技術セ

ンター大会議室 

菅原修 

神原貞昭 

福田信雄 

飯田圭一 

10.02.18 

10.02.25 

10.03.04 

発明提案書のまとめ方セ

ミナー（電気・電子編） 

東京都中小企業振興

公社東京都知的財産

総合センター 

東京都中小企業振

興公社 

橘和之 

10.02.19～23 なるほど婦人発明展「発明

相談コーナー」 

(社)婦人発明家協会 京王百貨店新宿店

７階大催事場 

長島 繁樹 

長谷川 俊弘 

榎本 英俊  

岩瀬 眞治  

高松 武生 

10.02.19 

10.02.24 

10.03.11 

発明提案書のまとめ方セ

ミナー（化学編） 

東京都中小企業振興

公社東京都知的財産

総合センター 

東京都中小企業振

興公社 

今下勝博 

10.02.23 知的財産セミナー 江戸川区生活振興部

産業振興課 

タワーホール船堀

３０７会議室 

豊川直樹 

10.03.10 地域プラットフォーム推

進会議分科会（第１回知的

財産分科会） 

（財）神奈川産業振

興センター 

神奈川中小企業セ

ンタービル６階大

研修室 

鈴木康介 

10.03.13 第３回としまものづくり

メッセ 

豊島区文化商工部生

活産業課 

サンシャインシテ

ィ展示ホールＡ－

２、Ａ－３ 

久保司 

 

  9.常設無料特許相談 

   ・日 時：月～金曜日10:00～12:00、14:00～16:00 

・場 所：弁理士会館１階、２ブース 

   ・件 数：来訪 1332 件、電話 636件、文書 7件 
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  10.諸団体との連携として、東京都内の各士業団体と「第１５回・東京の１０士業 暮らしと事業のよ 

ろず相談会」を開催した。 

   ・日  時：平成２１年１０月３日（土）10:00～16:00 

   ・場  所：弁護士会館 

   ・主  催：日本弁理士会関東支部、日本公認会計士協会東京会、（社）東京都不動産鑑定士協会、

東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、東京司法書士会、東京税理士

会、東京都社会保険労務士会、東京土地家屋調査士会、（社）中小企業診断協会東京

支部、東京都行政書士会 

   ・件  数：１６１件 

 

 11.諸団体との連携として、神奈川県内の各団体と「神奈川県・知的財産関係機関連絡調整会議」を開

催した。 

   ・日  時：第１回：平成２１年４月２３日（木）15:00～16:30 

         第２回：平成２２年３月１７日（水）15:00～16:30 

   ・場  所：第１回：神奈川県庁新庁舎 

         第２回：神奈川中小企業センタービル 

   ・参 加 者：神奈川県産業技術センター、（財）神奈川科学技術アカデミー、神奈川県立川崎図書館、

（社）発明協会神奈川県支部、（財）神奈川産業振興センター、横浜市、川崎市、横

須賀市、茅ヶ崎市、厚木市、綾瀬市、関東経済産業局、日本弁理士会関東支部、横浜

弁護士会、神奈川県 

 

  12.諸団体との連携として、日本公認会計士協会東京会と共催で、「知的財産の評価に関する合同研修

会」を開催した。 

   ・日  時：平成２２年２月９日（火）13:00～16:30 

   ・場  所：公認会計士ホール 

   ・参加者数：３４４名（弁理士１６１名、公認会計士１８３名） 

   ・内  容： 

     〔講義１ 日本公認会計士協会東京会〕 

テーマ：「国際会計基準(ＩＦＲＳ)と知的財産(無形資産)の評価-ＩＦＲＳにおける無形資産

の評価範囲、評価等の基本的な考え方を中心に-」 

講 師：関 大地 氏 

（日本公認会計士協会 経営研究調査会 紛争処理会計専門部会 専門委員） 

〔講義２ 日本弁理士会関東支部〕 

テーマ：「中小企業のための知的資産経営における知的資産経営報告書の作成支援者としての

弁理士・公認会計士の役割」 

講 師：村本 孜 氏（成城大学 社会イノベーション研究科長 教授） 

 

  13.広報活動 

   ・知的財産特別授業パンフレットを増刷した。 

   ・平成２２年３月３日、関東支部ホームページに各都県専用ページを開設した。 

   ・ノベルティグッツとして、持ち手付きポリ袋及びノック式蛍光ペン３本セットを作成した。 

 

  14.各都県の窓口責任者 

東京都 吉田 芳春 

神奈川県 神原 貞昭 
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千葉県 高崎 芳紘 

埼玉県 佐原 雅史 

茨城県 川端 兆隆 

群馬県 羽鳥  亘 

栃木県 飯田 圭一 

山梨県 田中 正男 

 

（３）その他 

・ 横浜市と「知的財産の活用による産業振興と地域の活性化のための協力に関する協定」及び協定に

基づく「覚書」を締結（H21.9.28）。協定には会長･支部長・市長が、覚書には支部長･市長が署名。 

・ 東京都と「復興まちづくりの支援に関する協定」を締結（H22.3.26）。 


