
 

 

関東会（令和２年４月１日～令和３年３月３１日） 

 

１．関東会役員（５０音順） 

【会 長】 吉村 俊一（東京都） 

【副会長】 井出 正威（東京都）   小國 泰弘（東京都）   塩島 利之（山梨県） 

      塩野谷 英城（埼玉県）  鈴木 一永（東京都）   高橋 俊一（東京都） 

瀧野 文雄（東京都）   田中 秀喆（東京都）   田村 爾（東京都） 

橋本 清（東京都）    松橋 純裕（東京都）   丸山 幸雄（東京都） 

山﨑 晃弘（茨城県）   山田 武史（東京都） 

※塩野谷 英城副会長、高橋 俊一副会長、田村 爾副会長は会長代理 

※丸山 幸雄副会長は、R2.8.3ご逝去により退任 

【幹 事】 青谷 一雄（東京都）   荒井 滋人（神奈川県）  池田 直文（東京都） 

市野 要助（千葉県）   岡田 義敬（群馬県）   押久保 政彦（栃木県） 

尾関 眞里子（東京都）  折居 章（東京都）    金森 寛（東京都） 

剱物 英貴（東京都）   篠原 淳司（東京都）   杉岡 真紀（埼玉県） 

鈴木 伸（神奈川県）   高橋 友和（東京都）   高橋 昌義（千葉県） 

高橋 洋平（千葉県）   高原 千鶴子（神奈川県） 堤 裕一朗（東京都） 

角田 朗（東京都）    寺尾 康典（埼玉県）   中山 健一（東京都） 

引地 進（東京都）    平川 明（東京都）    藤田 貴男（東京都） 

船津 暢宏（神奈川県）  穂坂 道子（神奈川県）  望月 義時（山梨県） 

八木田 智（千葉県）   渡邉 泰帥（東京都） 

【監査役】 大橋 邦彦（東京都）   尾崎 光三（神奈川県）  服部 秀一（東京都） 

      舟橋 榮子（東京都） 

   

２．関東会総会 

（１）定期総会 

  【日時等】令和２年６月１９日（金）15:30～ 場所 弁理士会館３階 ３－ＣＤＥ会議室 

  【議 案】第１号議案 令和元年度事業報告の詳細事項の承認を求める件  ［原案どおり可決］ 

第２号議案 令和元年度決算の詳細事項の承認を求める件      ［原案どおり可決］ 

第３号議案 令和２年度事業計画の承認を求める件            ［原案どおり可決］ 

第４号議案 令和２年度予算の詳細事項の承認を求める件   ［原案どおり可決］ 

 

（２）第１回臨時総会 

  【日時等】令和２年１２月７日（月）16:00～ 場所 弁理士会館３階 ３－ＣＤＥ会議室 

  【議 案】第１号議案 令和３年度関東会役員選任の件 ［原案どおり可決］ 

第２号議案 会令第７８号「関東会規則」一部改正に関する答申の承認を求める件 

[原案どおり可決] 

 

３．会議･会合等と開催数 

名 称 回 数 

関東会役員会  １３回 



 

 

令和元年度監査役会（会計･会務監査） １回 

監査役会（会計･会務監査）   ３回 

広報委員会   ７回 

研修対応委員会  １０回 

知財教育支援委員会  ８回 

候補者指名委員会   ２回 

相談室運営委員会   ９回 

企画及びサービス委員会   ６回 

中小企業・ベンチャー支援委員会 １０回 

東京委員会 ８回 

神奈川委員会  １１回 

千葉委員会  １１回 

埼玉委員会   ９回 

茨城委員会   ７回 

群馬委員会   ４回 

栃木委員会   ５回 

山梨委員会   ４回 

次年度人事検討ＷＧ   ２回 

弁理士の日記念イベント実行ＷＧ   ６回 

総務ＷＧ １１回 

政策課題検討ＷＧ １３回 

   ※委員会等の活動報告は、関東会の会員ページをご参照ください。 

 

４．主な事業活動 

（１）対内活動 

  1. 研修会の開催 

No. 開催日 タイトル 講 師 人数 会 場 

1 R2.10.23 初級者向けオンライン知財相談に関する研修会 

 

※単位なし 

浅見 浩二 氏 

三田 康成 氏 16 

ZOOM による

オンライン

実施 

2 R2.11.7 改正意匠法及び改訂意匠審査基準の解説 

 

 

大塚 啓生 氏 

 29 

ＬＡＢＩバ

ンケット高

崎 

3 R2.11.25 これさえ押さえれば大丈夫！EPO における進歩性

の勘所 

※単位なし 

長谷川 寛 氏 

184 

ZOOM による

オンライン

実施 

4 R2.12.4 知財とビジネス〜中小企業診断士の業務現場から

ビジネスにおける知的財産活用の視点を考える 

※単位なし 

伊藤 一嘉 氏 

54 

ZOOM による

オンライン

実施 

5 R2.12.14 査証制度—導入の経緯と手続の概要— 

 

※単位なし 

三村 量一 氏 

330 

ZOOM による

オンライン

実施 

  



 

 

6 R3.1.25 独禁法から考える知的財産権 

 

※単位なし 

平山 賢太郎 氏 

222 

ZOOM による

オンライン

実施 

7 R3.1.27 ライオンの知的財産活動−知財 MIXによる PURPOSE

の実現− 

※単位なし 集合は中止 

高岡 弘光 氏 

255 

ZOOM による

オンライン

実施 

8 R3.2.10 中小企業・ベンチャー支援委員会 オープン・フ

ォーラム 

※単位なし 

渡邉 泰帥 氏 

山田 龍也 氏 

潮崎  宗 氏 

本谷 孝夫 氏 

緒方 禎浩 氏 

安高 史朗 氏 

山田 博貴 氏 

矢上 礼宣 氏 

江口 州志 氏 

亀山 夏樹 氏 

217 

ZOOM による

オンライン

実施 

9 R3.2.24 化学・バイオ分野の進歩性判断 

 

※単位なし 

細田 芳徳 氏 

338 

ZOOM による

オンライン

実施 

 

 2.e-ラーニング制作 

No. タイトル 講師名 単位 配信開始時期 

1 進歩性における顕著な作用効果について 

～最高裁令和元年 8 月 27 日判決｢局所的

眼科用処方物事件｣を中心として～ 

清水 節 氏 1.5 R3.1.15 

2 （令和元年意匠法大改正を契機とする、）

意匠に関する裁判例の“論点別”網羅的整

理 

高石 秀樹 氏 2.5 R3.3.1 

3 意匠の類否判断論の歴史 梅澤 修 氏 2 R3.3.10 

4 国際出願制度（ＰＣＴ）について 永岡 重幸 氏 1.5 R3.2.25 

5 著作権を中心とする e スポーツの法的課

題の論点整理 

松本 祐輝 氏 1.5 R3.2.18 

6 企業が米国に進出する際の留意事項 

 -商品販売と契約および米国特許出願

に関連する On-Sale Bar・営業秘密と特

許化（先使用権を含む）・冒認出願）に

ついて - 

千田 武 氏 

大平 恵美 氏 

河野上 正晴 氏 

2 R3.3.26 

7 データ保護をも考慮した AI特許権利化の

実務 

～IoT/AI 発明に対する実務上の注意点と

AI 学習用データの保護～ 

河野 英仁 氏 2 R3.4.1以降 

8 イギリスの欧州連合離脱による商標への

影響 

丸山 純央 氏 1（予定） R3.4.1以降 

  



 

 

9 AI に負けない弁理士のための知財契約書

アドバイス・チェック入門 

小林 幸夫 氏 1.5（予定） R3.4.1以降 

10 リモート、オンラインにおける著作権 牧山 嘉道 氏 2（予定） R3.4.1以降 

11 マドプロの実務 山下 彰子 氏 2 R3.4.1以降 

12 特許法にかかわる行政法 興津 征雄 氏 1.5 R3.3.17 

 

 

 3.教育支援者担当者会議への参加（知財教育委員会） 

  ＜2020年度第 1回教育支援運営担当者会議＞ 

  ・日  時：令和２年７月２７日（月）15：00～17：00 

  ・場  所：Zoom 会議 

  ・出 席 者：吉村 俊一 氏、高橋 友和 氏、山田 武史 氏、高橋 洋平 氏 

  

  ＜2020年度第 2回教育支援運営担当者会議＞ 

  ・日  時：令和２年１０月１９日（月）10：00～12：00 

  ・場  所：Zoom 会議 

  ・出 席 者：吉村 俊一 氏、高橋 友和 氏、山田 武史 氏、高橋 洋平 氏 

 

  4.「集う会」の開催（企画及びサービス委員会） 

   ＜第２９回集う会、アフターコロナの弁理士業 〜自粛中でも情報交換しよう〜＞ 

・日  時：令和２年６月２日（火）18：00～19：00 

   ・場  所：Zoomで開催 

・司 会 者：藤田 貴男 氏 

・参加人数：３１名 

 

＜第３０回集う会、米国在住の日本弁理士と交流～Zoom で情報交換しよう～＞ 

・日  時：令和２年８月２２日（土）9：00～11：30 

・場  所：Zoomで開催 

・提 言 者：服部 健一 氏、吉田 哲 氏、矢口 太郎 氏、今泉 俊克 氏、本橋 美紀 氏、 

上栗 潤子 氏、寺崎奈々絵 氏 

・参加人数：５６名 

 

＜第３１回集う会、コロナ禍における委員会活動＞ 

・日  時：令和２年１１月１７日（火）17：00～18：30 

・場  所：Zoomで開催 

・出 席 者：関東会及び関西会の会務担当者 

・参加人数：４０名 

 

 5.運営委員向けオンラインセミナーの開催（政策課題検討 WG） 

   ＜第１回専門家ネットワーク・オンラインセミナー＞ 

   ・日  時：令和 2年 11 月 5日(木)11:00～12:00 

・場  所：Zoomで開催 

   ・テ ー マ：関東経済産業局が展開する知財による地域活性化施策 

・講  師：経済産業省 関東経済産業局 地域経済部 



 

 

     産業技術革新課 知的財産室  室長  藤田 麻美子 氏 

     日本弁理士会関東会 

中小企業・ベンチャー支援委員会 委員長 渡邉 泰帥 氏【司会講師】 

・参 加 者：28名 

 

＜第２回専門家ネットワーク・オンラインセミナー＞ 

・日  時：令和 2年 12月 17 日(木)10:30～11:40 

・場  所：Zoomで開催 

・テ ー マ：ウィズコロナを生き抜くための経営デザイン 

・講  師：EY 新日本有限責任監査法人 

      知的財産戦略本部 価値デザイン経営ワーキンググループ 

      公認会計士 関 大地 氏 

     日本弁理士会関東会 

政策課題検討 WG 委員 池田 清志 氏【司会講師】 

・参加人数：２３名 

 

＜第３回専門家ネットワーク・オンラインセミナー＞ 

・日  時：令和３年３月４日（木）10：00～11：30 

・場  所：Zoomで開催 

・テ ー マ：地域活性化に必要なことと弁理士の役割 

・講  師：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 

知的財産コンサルティング室   

副主任研究員 上野 翼 氏 

日本弁理士会関東会 

政策課題検討 WG 委員 押久保 政彦 氏【司会講師】 

・参加人数：２３名 

 

6.地域会サミットへの参加（吉村会長、高橋副会長） 

・日  時：令和２年１２月４日（金）13：00～17：30 

・場  所：弁理士会館 ３階 

   ・議  題：１．意匠の活性化について 

２．年度途中に急にまとまった金額の支出が必要となった場合、各地域会がどのよ 

うに対応しているか。  

         ３．非弁行為の解釈について 

４．役員選挙の立候補届け出について 

５．次年度役員との意見交換 

６．その他  

 7.語る会の開催 

   (1)正副会長と関東会役員との語る会 

   ・日  時：令和２年８月３日（月）13:00～15:00 

   ・場  所：Zoom形式による 

   ・議  題：1.絆プロジェクトに関する本会事業方針と関東会での取り組み事項 

2.弁理士紹介制度の検討 

3.関東会からの要望事項(収録環境整備・新しい継続研修形式) 



 

 

4.知財創造教育について 

5.依頼件数により変動する予算執行額と、柔軟な予算手当策 

6.その他 

   (2)次年度正副会長と関東会の語る会 

   ・日  時：令和３年３月１６日（火）15：30～17：00 

   ・場  所：Zoom形式による 

   ・議  題：1.関東会各地域における知財普及活動での課題 

         2.関東会の地域性ゆえの広報や研修等についての本会との連携について 

3.地域の組織（自治体、関係機関・団体、他士業等）との連携推進 

         4.依頼件数により変動する予算執行額と、柔軟な予算手当策 

         5.本会次年度重点事業方針と関東会での取り組み事項 

                6.その他 

 

8.委員会委員の選任及び辞任 

(1) 委員会委員選任 

・任 期：令和２年４月６日から令和３年３月３１日まで 

・人 数：４３８名 

(2) 弁理士の日記念イベントＷＧ運営委員選任 

・任 期：令和２年１０月２０日から令和３年９月３０日まで 

・人 数：１８名 

(3) 委員追加選任及び委員辞任 

・委員追加選任：９名 

・委 員 辞 任：４名 

(4) 令和３年度委員会委員公募 

・周知期間：令和３年１月２０日から１月２９日まで 

・応募人数：１１３名 

  

9.関西会との広報に関する意見交換会の開催 

   ・日  時：令和２年１０月２日（金）１５：００ ～ １７：００ 

  ・場  所：Zoom によるＷｅｂ会議 

  ・議  題：１．委員会の活動や体制について 

２．ＨＰの運営について 

  ・出 席 者：吉村 俊一 氏、鈴木 一永 氏、金森 寛 氏、渡部 寛樹 氏、吉岡 拓之 氏、加藤 佳史 氏 

 

 10.「関東会だより」におけるアンケート実施（企画及びサービス委員会） 

  ・目的：関東会の活動の質の向上 

  ・回答件数：７件 

 

 11.システム関連 

 ・常設知的財産相談室(予約管理～相談記録管理)システム 一部改修 

  

 12.例規等の制定・改正 

  ・文書保存運用基準（R2.6.19 制定） 

  ・常設知的財産相談室運営要項 （R2.8.18改正） 



 

 

  ・役員選出規則（細則第 1号）（R2.9.30改正） 

  ・フェイスブックページ利用規則・規約（R2.10.20 廃止） 

  ・広報委員会 SNS 運用規則・利用規約（R2.10.20制定） 

  ・関東会規則（会令第 78 号）(R3.3.3 改正) 

  ・総会議事規則（細則第 2号）(R3.3.3改正) 

  ・主に日本弁理士会会員以外の者を対象とする研修の講師料・旅費規則(細則第 6号) 

  ・主に関東会会員を対象とする研修の講師料・旅費規則(細則第 7号) 

  ・都県委員長の呼称の試験運用(R3.4.1～R4.3.31) 「関東会会長代理(○○担当)」 

 

 13.コロナの影響により中止した対内事業 

  ・令和 2年度新人歓迎会 

   研修会 

    ・「弁護士から見て弁理士に気を付けてほしいこと」 

    ・「大企業との取引時に技術ノウハウ等をいかに守るか～中小企業やベンチャー企業を支援する弁理

士に期待されること～」 

    ・これを知らないと損する！特定登録調査とは？ 

    ・改正民法（債権関係）の施行に伴う知財関連契約 

    ・弁護士の視点から見た知財実務～テック・ビジネスにおける知財と法的問題点～ 

    ・EPOにおける明確性―問題と解決策 

 

（２）対外活動 

1.関東会対外支援活動は別紙の通り 

 

  2.無料相談会の開催 

Ａ．常設知的財産相談室 

    ・日 時：新型コロナウイルスの感染拡大の影響により以下の通り臨時開催 

     2020年 4月～6月：休室 

     2020年 7月～8月前半：毎週水曜日開催 

     2020年 8月後半～9月：毎週水曜日・金曜日開催 

     2020年 10月～12 月：毎週月曜日・水曜日・金曜日開催 

     2021年 1月～3月 21 日：休室 

     2021年 3月 22日～：毎週月曜日・水曜日・金曜日開催 

・場 所：弁理士会館１階相談室（１ブース）及び ZOOM（オンライン相談） 

    ・件 数：来訪 103 件、オンライン 287件、電話 6件、文書ほか 0 件 

     

  Ｂ．無料知的財産相談会（多摩地域）【立川会場】 

・日 時：令和 ２年 ７月１５日(水)14：00～16：00 

     令和 ２年 ８月１９日(水)14：00～16：00 

     令和 ２年 ９月１６日(水)14：00～16：00 

     令和 ２年１０月２１日(水)14：00～16：00 

     令和 ２年１１月１７日(火)14：00～16：00 

     令和 ２年１２月１５日(火)14：00～16：00 

     令和 ３年 ２月１６日(火)14：00～16：00 

     令和 ３年 ３月１７日(水)14：00～16：00 



 

 

     ※4月～6月及び１月は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

・場 所：たましん事業支援センター（Winセンター） 

    ・件 数：１８ 件 

 

  Ｃ．BusiNest無料知的財産相談会【東大和会場】 

・日 時：令和 ２年 ７月３１日(金)14：00～16：00 

     令和 ２年 ８月２８日(金)14：00～16：00 

     令和 ２年 ９月２５日(金)14：00～16：00 

     令和 ２年１０月２３日(金)14：00～16：00 

     令和 ２年１１月２７日(金)14：00～16：00 

     令和 ２年１２月２５日(金)14：00～16：00 

     令和 ３年 ２月２６日(金)14：00～16：00 

     令和 ３年 ３月２６日(金)14：00～16：00 

     ※4月～6月及び１月は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

・場 所：BusiNest内会議室（中小企業大学校東京校内） 

    ・件 数：１４ 件 

 

  Ｄ．知財無料相談室【町田会場】 

・日 時：令和 ２年 ７月 ９日(木)13：00～16：00 

     令和 ２年 ８月１３日(木)13：00～16：00 

     令和 ２年 ９月１０日(木)13：00～16：00 

     令和 ２年１０月 ８日(木)13：00～16：00 

     令和 ２年１１月１２日(木)13：00～16：00 

     令和 ２年１２月１０日(木)13：00～16：00 

     令和 ３年 ２月１０日(木)13：00～16：00 

     令和 ３年 ３月１１日(木)13：00～16：00 

     ※4月～6月及び１月は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 

・場 所：町田新産業創造センター 

    ・件 数：１０ 件 

 

3.関東会主催「知的財産セミナー2020」 

  ・開催回数：１５回 

  ・全参加者数：６４５名 

No. 開催日 タイトル 会場名 講師 
人

数 

1 R2.10.14 

事例で学ぶ特許制度 YouTube 限定

公開による配信

セミナー 

浅井  淳 氏 

43 
事例から学ぶ商標活用の勘所 高橋 昌義 氏 

  



 

 

2 R2.10.28 

【リモート座談会】新規事業のための知的財

産と資金調達～初心者にもサクッとわかる成

功のツボ～ 

ライブ配信セミ

ナー 

白土  稔 氏 

大野 修平 氏 

横井 康真 氏 

相原 礼路 氏

潮崎  宗 氏 

緒方 禎浩 氏 

55 

3 R2.11.13 
その発明、もったいない！！～技術やアイデ

アを「使える権利」とするために～ 

ライブ配信セミ

ナー 
坂田ゆかり 氏 33 

4 R2.11.16 
ニッチなロングセラーを目指す！ものづくり

中小企業のための商標活用術 

ベンチャープラ

ザ船橋 
中村 祥二 氏 28 

5 R2.11.18 

『特許出願の審査実態！！ 

～審査官は、どうやって新規性・進歩性の有

無を判断するの？～』 

ライブ配信セミ

ナー 

寺尾 康典 氏 

53 

オンライン版『弁理士集団が生で答える！公

開知財相談室』 

前多 宏信 氏 

柏野 聡彦 氏 

寺尾 康典 氏 

松本 公一 氏 

篠崎 資志 氏 

植松里紗子 氏 

堀  宏光 氏 

矢上 礼宣 氏 

6 R2.11.25 

創業時に必要な知的財産の基礎知識 
ライブ配信セミ

ナー 
山口 幸久 氏 6 

グループ討議 

7 R2.11.26 

ブロックチェーンを道具とする、ビジネスモ

デルの世界 ライブ配信セミ

ナー 

久保 雅裕 氏 

20 
パッケージデザイン、意匠権と商標権のハイ

ブリットな戦略、教えます。 
高原千鶴子 氏 

8 R2.11.27 意匠セミナー（建築物・店舗内装・画像） 
ライブ配信セミ

ナー 

上村 欣浩 氏 

瀬崎 幸典 氏 
17 

9 R2.12.11 

ゼロから始める海外展開 

ライブ配信セミ

ナー 

藤田 一彦 氏 

116 
海外展開支援業務紹介 山口 真生 氏 

弁理士『三匹が斬る』！知的財産権と海外進

出 

後藤 仁志 氏 

加藤 佳史 氏 

二間瀬 覚 氏 

10 R2.12.18 
Withコロナ時代で知的財産権を活用するため

に 

ライブ配信セミ

ナー 
濱田  修 氏 10 

  



 

 

11 R2.12.23 IPOを目指すための知財活動 

YouTube ライブ

によるライブ配

信セミナー 

安高 史朗 氏 

木本 大介 氏 

土屋 裕太 氏 

嵐田  亮 氏 

渡邊道生穂 氏 

鎌田 哲生 氏 

100 

12 R3.2.1 
コロナ商品開発の考え方 

Adobe Connect

によるオンライ

ン開催 

高橋 洋平 氏 
25 

コロナ商品開発の具体的な流れ 野村 悟郎 氏 

13 R3.2.10 

売上向上に寄与する知財マネージメントの考

え方 ライブ配信セミ

ナー 

田久保泰夫 氏 

46 
知財マネージメントの留意点及び補助金の有

効活用 
竹内 詩人 氏 

14 R3.2.22 
共同ビジネスと知的財産 

（テクニカルショウヨコハマ 2021併催） 

ライブ配信セミ

ナー 

岡田健太郎 氏 

鈴木 一徳 氏 

岩崎 孝治 氏 

船津 暢宏 氏 

63 

15 R3.3.11 
知ってそうで意外と知らない！？知財取得の

手続きフロー＆サポート制度 

ライブ配信セミ

ナー 
下田 一弘 氏 30 

※No.2（R2.11.28）知的財産セミナーのダイジェスト動画を作成 

 

 4.広報活動 

(1)クリアファイルの発注（広報委員会） 

・10,000 枚（5,000 枚×2 種類） 

(2)関東会公式 Twitterアカウントの開設 （広報委員会） 

(3)関東会だよりの配信（広報委員会） 

    ・第 12号～第 21号 10通 

(4)関東会ホームページの一部改修（広報委員会） 

    ・トップページ各都県委員会挨拶ページへのリンク設定 

・知財授業の報告ページ検索機能追加 

・相談事例集内容変更 

・会員用ページ 談話室削除 

・会員用ページ 防災について リンク先修正 

(5)相談予約システムランディングページの一部改修（相談室運営委員会） 

 ・スライドコンテンツの追加 

 ・予約カレンダーへの導線の追加 

 ・弁理士会館 1階の入り口写真の追加 

(6)小中高生向け知的財産授業に関する外部に対する情報発信サイトの設置(知財教育支援委員会) 

  

 5. まちだキッズアントレプレナープログラム 発明教室の開催（東京委員会） 

    ＜第 1 回＞ 

     日  時：令和２年１０月２５日（日）12：30～14：00、15：00～16：30 

場  所：町田新産業創造センター１階イベントスペース 

参加人数：２２名 



 

 

講  師： 本谷 孝夫氏、伊藤 夏香氏、遠田 利明氏 

＜第 2回＞ 

     日  時：令和２年３月２７日（土）14：00～15：30 

場  所：町田新産業創造センター１階イベントスペース及び Zoom によるオンライン配信 

参加人数：２１名（対面：１３名、オンライン：８名） 

講  師：三原 秀子氏、伊藤 夏香氏、遠田 利明氏 

 

 6.「中小企業のブランドづくりに関する動画セミナー」の公開（中小企業・ベンチャー支援委員会） 

 ・掲載場所：日本弁理士会関東会・知的財産ナレッジ 

 ・掲載コンテンツ数：２件 

 

 7. 東京弁護士会とのオンライン合同セミナー「中小企業の海外展開を考える」の開催（東京委員会） 

・令和３年２月１９日（金） 14：00～16：05 

・会  場：オンライン開催（Zoom ミーティング） 

・講師／運営：15名（弁理士 8名、弁護士 7名）  

・参加人数：約４０名 

 

 8.コロナの影響により中止した対外事業 

   ・弁理士の日記念イベント 2020 

   ・第 14回としまＭＯＮＯづくりメッセ ブース出展 

   ・多摩信用金庫「ＢＯＢセミナー」共催 

   ・知的財産セミナー２０２０の一部 

 

 9.令和 3年度東京都予算に対する知事ヒアリング参加 

  日時：令和２年１２月１４日（月）15:25～15:40 

  場所：都庁第一本庁舎７階大会議室 

  東京都出席者：小池百合子都知事、武市副知事、財務局長、政策企画局長 他 

  関東会出席者：吉村俊一会長、高橋俊一副会長、鈴木一永副会長、池田直文幹事、堤裕一朗幹事 

  要望内容：１．中小企業に他する知的財産取得のための助成費の増額措置 

       ２．新しいデザイン保護を含めた知財ミックス戦略に関し、弁理士を活用するための予算措

置 

       ３．未来のビジネス人材育成のための創造教育支援 

       ４．事業性評価と事業承継に役立つ知的資産の見える化支援 

 

10.各都県の地域窓口責任者 

東京都 池田 直文 

神奈川県 荒井 滋人 

千葉県 八木田 智 

埼玉県 杉岡 真紀 

茨城県 山﨑 晃弘 

群馬県 岡田 義敬 

栃木県 押久保 政彦 

山梨県 塩島 利之 

 



 

 

11.他士業・他団体等との連携 

 ・東京１０士業（東京） 

・災害復興まちづくり支援機構（東京） 

  ・知財総合支援窓口(東京都)支援機関連携会議 

 ・埼玉友好士業協議会（埼玉） 

 ・スクラム相談運営協議会(埼玉)  

    市民と専門士業のスクラム相談所 

 ・横浜市「IoTオープンイノベーショントナーズ（I・TOP横浜）」（神奈川） 

 ・神奈川県 知的財産関係機関連絡調整会議（神奈川） 

 ・INPIT神奈川県知財総合支援窓口事業に係る中小企業等支援機関連携会議（神奈川） 

・神奈川県立川崎図書館（神奈川） 

    知的財産無料相談（８回、件数５件） 

企業関係者と弁理士の知財研究会(２回) 

図書館で学ぶ知的財産講座―弁理士とともに学ぶ初心者向け知財―(２回) 

 ・山梨県十士会（山梨） 

 ・(一社)東京学校支援機構「ＴＥＰＲＯ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｒ Ｂａｎｋ」団体登録(知財教育支援) 

  

（３）協定・覚書等 

 

No. 名称 締結先 締結状況 

1 弁理士マッチング支援システムに関する協定書 東京都知事 自動延長 

2 1 に関する覚書 東京都産業労働局長 自動延長 

3 復興まちづくりの支援に関する協定 東京都知事 自動延長 

4 
知的財産の活用による地域の活性化と産業の振興の

ための協力に関する協定 
神奈川県知事 自動延長 

5 4 に関する覚書 神奈川県知事 自動延長 

6 
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 
川崎市長 自動延長 

7 6 に関する覚書 

川崎市経済労働局長 

(公財)川崎市産業振興

財団理事長 

自動延長 

8 
知的財産の活用による地域の活性化と産業の振興の

ための協力に関する協定 
横浜市長 再締結 

9 8 に関する覚書 横浜市長 再締結 

10 
知的財産の活用による町田市の地域活性化及び産業

振興に関する協定書 
町田市長 締結中 

11 業務連携に関する包括協定書 
（公財）台東区産業振興

事業団理事長 
自動延長 

12 
台東区産業振興事業団及び日本弁理士会関東会の業

務連携及び協働に関する覚書 

（公財）台東区産業振興

事業団理事長 
自動延長 

13 中小企業等の支援に関する覚書 
（公財）横浜企業経営支

援財団理事長 
自動延長 

14 知的財産関連分野における協力関係に関する合意書 

日本公認会計士協会東

京会会長 

日本公認会計士協会神

奈川県会会長 

自動延長 

15 
（公社）東京都不動産鑑定士協会と日本弁理士会関

東会との友好協定書 

（公社）東京都不動産鑑

定士協会会長 
締結中 

16 15 に関する覚書（支部名称変更に伴うもの） 
（公社）東京都不動産鑑

定士協会会長 
締結中 



 

 

17 業務連携・協力に関する覚書 

(株)日本政策金融公庫 

国民生活事業本部東京

地区統轄 

自動延長 

18 たましん事業支援センターの活用に関する覚書 多摩信用金庫理事長 自動延長 

19 
知的財産を活用した企業経営による産業振興のため

の協力に関する協定締結に伴う覚書 

（東京都、神奈川県、千

葉県、埼玉県、茨城県、

群馬県、栃木県、山梨県）

中小企業診断士協会の

それぞれと締結 

本会会長と期

間延長が合意

されたため２

年間自動延長 

20 
「豊島区事業と暮らしの無料相談会」および「豊島

区専門家合同相談室」開催に伴う協定書 

豊島区 

（豊島区相談事業運営

協議会の一団体として

締結） 

自動延長 

 


