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関東会（令和３年４月１日～令和４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】 青谷  一雄（東京都）   井出  正威（東京都）  小國  泰弘（東京都） 

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） 

穂坂  道子（東京都）   松橋  純裕（東京都）    

※井出正威会員、塩野谷英城会員、高橋俊一会員、田村爾会員は会長代理 

【幹 事】 荒井  滋人（神奈川県）  池田  直文（東京都）   市野  要助（千葉県） 

 尾関眞里子（東京都）   折居   章（東京都）  金森    寛（東京都） 

金山 義信（茨城県）   上村陽一郎（千葉県）  亀山 夏樹（千葉県） 

塩川  和哉 (東京都)    塩島  利之（山梨県）  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)    寺尾 康典（埼玉県）   中山 健一（東京都） 

羽鳥  亘 (群馬県)    平川    明 (東京都)   藤掛  宗則（栃木県） 

船津  暢宏（神奈川県）   望月  義時（山梨県）   森田  義則 (東京都) 

山﨑 晃弘 (茨城県)    渡邉 一郎 (東京都)   渡邉 泰帥 (東京都) 

※市野要助幹事は、R３.７.１５弁理士登録抹消に伴い退任 

【監査役】 尾崎  光三（神奈川県）   鈴木  知（東京都）  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３年６月２３日（水）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２年度事業報告の詳細事項の承認を求める件[原案通り可決] 

第２号議案 令和２年度決算の詳細事項の承認を求める件[原案通り可決] 

第３号議案 令和３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 令和３年度予算の詳細事項の承認を求める件[原案通り可決] 

 

（２）第１回臨時総会 

  【日時等】令和３年１２月１０日（金）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４年度関東会役員選任の件[原案通り可決] 

第２号議案 関東会 規則 会令第７８号一部改正に関する 

答申の承認を求める件[原案通り可決] 

 

３．会議･会合等と開催数 

名 称 回 数 

関東会役員会 １２回 

令和２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 
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広報委員会 １０回 

研修対応委員会 １１回 

知財創造教育支援委員会 １０回 

候補者指名委員会 ２回 

相談室運営委員会 １１回 

企画及びサービス委員会 ９回 

中小企業・ベンチャー支援委員会 １１回 

東京委員会 １２回 

神奈川委員会 １２回 

千葉委員会 １２回 

埼玉委員会 １０回 

茨城委員会 １０回 

群馬委員会 ３回 

栃木委員会 ６回 

山梨委員会 ５回 

次年度人事検討ＷＧ ２回 

R3 弁理士の日記念イベント実行ＷＧ １２回 

R4 弁理士の日記念イベント準備ＷＧ ３回 

R4 弁理士の日記念イベント実行ＷＧ ２回 

総務ＷＧ １１回 

政策課題検討ＷＧ 全１７回 

会員推薦等ＷＧ メール審議 

   ※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．例規等の制定・改正・廃止 

 ・関東会広報委員会の取材に関する運用 （令和３年８月１７日制定） 

 ・弁理士紹介制度運営要項（令和３年１０月１９日制定） 

 ・会令第７８号「関東会規則」の一部改正（令和３年１２月１０日関東会総会承認） 

 

５．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 R3.5.14 EPOにおける明確性－問題と解決策 

※単位なし 

欧州弁理士 

Matthew Smith 氏 

日本国弁理士 

武田 恵枝 氏 

145 

ZOOM による

オンライン

実施 

2 R3.9.3 進歩性の拒絶理由に対する各種反論の有効性 

※単位なし 

弁理士 

田中 研二 氏 

 

261 

ZOOM による

オンライン

実施 
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3 R3.9.14 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 

弁理士 

石川 真一 氏 

林 昌弘 氏 
16 

ZOOM による

オンライン

実施 

4 R3.9.28 知的財産に関するライセンスビジネス 弁護士・弁理士 

田仲 剛 氏 79 

ZOOM による

オンライン

実施 

5 R3.10.7 独占禁止法の基礎－ライセンス契約等で注意すべ

き取引条件の解説 

 

弁護士  

山口 建章 氏 46 

ZOOM による

オンライン

実施 

6 R3.11.15 近年の意匠実務の動向とその実践的活用 弁理士 

布施 哲也 氏 308 

ZOOM による

オンライン

実施 

7 R3.11.17 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～ 

弁護士  

鈴木 康之 氏 199 

ZOOM による

オンライン

実施 

8 R3.12.2 中国専利法第四回改正の解説 

 

※単位なし 

中国弁理士  

徐 謙 氏 131 

ZOOM による

オンライン

実施 

9 R3.12.6 弁理士が知っておくべき独占禁止法の基礎知識と

最新動向 

弁護士  

池田 毅 氏 347 

ZOOM による

オンライン

実施 

10 R3.12.16 特許を受ける権利の二重譲渡に関するバリ取りホ

ルダー事件判決と技術情報漏洩の有事対応 

弁護士・弁理士 

飯島 歩 氏 170 

ZOOM による

オンライン

実施 

11 R3.12.20 著作物等のライセンスの当然対抗制度と実務上の

諸問題 

弁護士  

澤田 将史 氏 130 

ZOOM による

オンライン

実施 

12 R4.1.14 弁護士から見た、弁理士に気をつけてもらいたい

知的財産権関連事案処理及び周辺業務に係る業務

研修 

弁護士・弁理士 

河部 康弘氏 

弁護士  

神田 秀斗氏 

383 

ZOOM による

オンライン

実施 

13 R4.1.17 知財経営コンサルティング～初心者のための中小

企業知財経営支援～ 

弁理士 

池田 清志 氏 221 

ZOOM による

オンライン

実施 

14 R4.1.31 化学・バイオ分野の進歩性判断 弁理士 

細田 芳徳 氏 368 

ZOOM による

オンライン

実施 

15 R4.2.1 知的財産権紛争の初期対応 警告書作成とその対

応実務（弁理士の初動における重要な役割） 

弁護士・弁理士 

小林 幸夫 氏 337 

ZOOM による

オンライン

実施 

16 R4.2.4 中小企業がＢtoＢ取引で留意すべき知財契約の落

とし穴 

弁護士  

永島 太郎 氏 100 

ZOOM による

オンライン

実施 
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17 R4.2.8 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～ 

弁護士  

藤田 達郎 氏 291 

ZOOM による

オンライン

実施 

18 R4.2.9 特許庁が公開するモデル契約書をベースに考える

オープンイノベーション 

弁護士  

水島 淳 氏 

弁護士  

仁木 覚志 氏 

241 

ZOOM による

オンライン

実施 

19 R4.2.10 中国の知的財産法の改正概要-専利法を中心に- 弁理士 

江口 州志 氏 

山口 直彦 氏 

弁護士・弁理士 

分部 悠介 氏 

181 

ZOOM による

オンライン

実施 

20 R4.2.16 企業の競争力を高め価値を創造する知財ガバナン

スへの取り組みについて 

HR ガバナンス・リ

ーダーズ(株)フ

ェロー、 

知財ガバナンス

研究会幹事  

菊地 修 氏  

319 

ZOOM による

オンライン

実施 

21 R4.2.25 裁判所調査官から見た特許権侵害訴訟の手続と事

例紹介 

弁理士 

氏原 康宏 氏 201 

ZOOM による

オンライン

実施 

22 R4.3.9 中小企業・ベンチャー支援委員会 オープン・フ

ォーラム 

中小企業・ベンチ

ャー支援委員会 

弁理士  

亀山 夏樹 氏 他 

153 

ZOOM による

オンライン

実施 

23 R4.3.10 これを知らないと損をする！特定登録調査とは？ 一 般 財 団 法 人 

工業所有権協力

センター  

副理事長   

櫻井 孝 氏  

328 

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 マドプロの実務 商標委員会委員  

山下 彰子 氏 

2 R3.4.9   

2 リモート、オンラインにおける著作権 弁護士・弁理士  

牧山 嘉道 氏 

2 R3.5.12   

3 イギリスの欧州連合離脱による商標へ

の影響 

弁理士  

丸山 純央 氏 

1 R3.4.26  

4 学習データの保護をも踏まえた有効な

AI 特許権利化実務 

弁理士  

河野 英仁 氏 

2 R3.4.15  

5 ＜アップデート版＞弁理士のための知

財契約書チェックの勘所 

弁護士・弁理士  

小林 幸夫 氏 

1.5 

 

R3.5.14   
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6 中小企業・ベンチャーは弁理士に何を

求めているのかー特にバイオ分野の知

財においてー特にバイオ分野の知財に

おいて 

弁理士  

川端 兆隆 氏 

2 R3.11.18 

7 著作権の保護範囲 東京大学大学院法学 

政治学研究科 

教授 田村 善之 氏 

2.5 R4.3.1   

8 化学・バイオ分野の進歩性判断 弁理士  

細田 芳徳 氏 

3 R4.3.1以降 

9 写真の著作物と著作者の権利 弁理士  

伊藤 大地 氏 

1.5 R4.4.1以降 

10 フィンランドの知財事情 弁理士  

押鴨 涼子 氏 

1.5 R4.3.25 

 

 3.中止となった研修 

  ・「知財紛争と弁理士」（R３.５.１７） 

 

4.教育支援者担当者会議への参加（知財創造教育委員会） 

  ＜2021年度第 1回教育支援運営担当者会議＞ 

  ・日  時：令和３年１２月１３日（月）１３：００～１５：００ 

  ・場  所：Zoom 会議 

  ・出 席 者：高橋 友和 氏、高橋 洋平 氏、美川 公司 氏 

 

  5.「新人歓迎会」の開催（企画及びサービス委員会） 

・日  時：令和３年１１月５日（金）１９：００～２１：００ 

   ・場  所：Zoomで開催 

    ＜概要＞ 第 1部 関東会活動紹介 

         第 2部 SpatialChat による歓談 

 

6.「集う会」の開催 

   ＜第３２回集う会、これからの弁理士業 ～Zoom で情報交換しよう～＞ 

・日  時：令和３年５月２７日（木）１９：００～２０：３０ 

   ・場  所：Zoomで開催 

・司 会 者：藤田 貴男 氏 

・参加人数：２８名 

 

＜第３３回集う会、話題のＮＦＴってなに？？ 〜新しいタイプの知財ビジネス〜＞ 

・日  時：令和３年１２月７日（火）１９：００～２０：３０ 

・場  所：Zoomで開催 

・提 言 者：弁理士 黒瀬 泰之 氏、弁理士 川嵜 洋祐 氏 

・参加人数：２５名 

 

＜第３４回集う会、コロナに負けるな！ ～世界各地の弁理士から日本にエール～＞ 

・日  時：令和４年２月２５日（金）２１：００～２２：３０ 
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・場  所：Zoomで開催 

・提 言 者： 弁理士 服部 健一 氏、弁理士 寺崎 奈々絵 氏、ニューヨーク州弁護士 本橋 美紀 氏 

       弁理士 吉田  千子  氏、弁理士 稲積 朋子   氏、弁理士 高橋 洋江  氏、 

弁理士 尹    辰薫  氏、弁理士 鄭   元基   氏    

・参加人数：５１名 

 

 7.企業ヒアリングの実施（中小企業・ベンチャー支援委員会） 

   ・ヒアリング数：４社 （クラウドファンディング業者・金融業界等） 

 

  8.関東会会員向けオンラインセミナーの開催（政策課題検討 WG） 

   ・日  時：令和３年６月２３日(水) １６：４５～１７：１５ 

・場  所：Zoomで開催 

   ・テ ー マ：令和３年度に関東経済産業局が実施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 

・参 加 者：４４名 

 

9.地域会サミットへの参加（吉村会長、塩野谷副会長） 

・日  時：令和３年１０月２０日（水）１３：００～１７：００ 

・場  所：東京倶楽部ビル 14-AB 会議室 Zoom併用 

   ・議  題：１．教育支援の実行のスキームについて  

２．主たる事務所・従たる事務所に関する問題点について 

         ３．地域会における非弁行為について 

４．中小企業支援における地域会と経営センターとの協力について 

５．コロナ禍における研修について 

６．弁理士法改正について 

７．その他  

 

 10.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３年６月２５日(金) １０：００～１１：３０ 

   ・場  所： Zoom形式 

   ・議  題： １.地域でのプレゼンス向上のための事業について 

２.訴求的広報の検討、企画、実施について 

３.関東経産局等の関係機関の地域知財政策の把握および 

それら機関との意見交換及び連携検討 

４.企業、個人等からの講師依頼、派遣依頼、又は弁理士推薦等の 

依頼に対応できる紹介制度の立案、試験実施について 

５.関東会での事業運営に関する課題について 

６.その他 

 

   (2)次年度正副会長と関東会の語る会 

   ・日  時：令和４年３月１４日（月）１０：３０～１２：００ 

   ・場  所： Zoom形式 



7 

 

   ・議  題： １.関東会からの要望、質問事項について 

２.その他 

 

11.委員会委員の選任及び辞任  

(1) 委員会委員選任 

・任 期：令和３年４月７日から令和４年３月３１日まで 

・人 数：４０８名 

(2) 弁理士の日記念イベントＷＧ運営委員選任 

・任 期：令和３年１０月１９日から令和４年９月３０日まで 

・人 数：１９名 

(3) 新規登録会員に向けた委員会委員の追加公募に伴う追加選任 

・対象：令和元年６月～令和３年８月に弁理士登録した関東会会員（４４０名） 

・周知期間：令和３年８月２７日～令和３年９月３０日 

・応募人数：１名 

(4) 委員追加選任及び委員辞任 

・委員追加選任：２名 

・委 員 辞 任：４名 

(5) 令和４年度委員会委員公募 

・周知期間：令和３年１２月１５日から令和４年１月２８日正午まで 

・応募人数：１２３名 

  

 12.常設相談室相談員 

  ・公募期間：令和３年１２月１７日から令和４年１月１６日まで 

  ・相談員数：２０９名 令和４年３月３１日現在 

 

13.「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：２件 

 

 14.本会への要望書等提出 

  ・オンライン懇親会の実施について 

  ・相談予約システム・支援事業管理システムの改修について（本会未提出、次年度再検討） 

  ・ノベルティアプリの制作にかかる要望書の提出について 
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（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 

    ４月１日～４月２５日：非対面型での相談、週３回午前・午後共に相談員１ 名での実施 

    １０月２５日～１月２０日：非対面型での相談、週５回午前・午後共に相談員１ 名での実施 

 

・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６２件、オンライン２３４件、電話３２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 ３年 ４月２０日(火) １４：００～１６：００ 

     令和 ３年 ５月１８日(火) １４：００～１６：００ 

     令和 ３年 ６月１５日(火) １４：００～１６：００ 

     令和 ３年 ７月２０日(火) １４：００～１６：００ 

     令和 ３年 ８月２４日(火) １４：００～１６：００ 

     令和 ３年 ９月２１日(火) １４：００～１６：００ 

          令和 ３年１０月１９日(火) １４：００～１６：００ 

     令和 ３年１１月１６日(火) １４：００～１６：００ 

     令和 ４年 １月１８日(火) １４：００～１６：００ 

     令和 ４年 ２月１５日(火) １４：００～１６：００ 

     令和 ４年 ３月１５日(火) １４：００～１６：００ 

・場 所：たましん事業支援センター（Winセンター） 

    ・件 数：２４ 件 

 

  Ｃ．BusiNest無料知的財産相談会【東大和会場】 

・日 時：令和 ３年 ４月２３日(金) １４：００～１６：００ 

     令和 ３年 ５月２８日(金) １４：００～１６：００ 

     令和 ３年 ６月２５日(金) １４：００～１６：００ 

     令和 ３年 ７月３０日(金) １４：００～１６：００ 

     令和 ３年 ８月２７日(金) １４：００～１６：００ 

          令和 ３年 ９月２４日(金) １４：００～１６：００ 

     令和 ３年 ９月２４日(金) １４：００～１６：００ 

     令和 ３年１０月２２日(金) １４：００～１６：００ 

     令和 ３年１１月２６日(金) １４：００～１６：００ 

     令和 ３年１２月２４日(金) １４：００～１６：００ 

     令和 ４年 １月２８日(金) １４：００～１６：００ 

     令和 ４年 ２月２５日(金) １４：００～１６：００ 

     令和 ４年 ３月２５日(金) １４：００～１６：００ 

・場 所：BusiNest内会議室（中小企業大学校東京校内） 

    ・件 数：１９ 件 
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  Ｄ．知財無料相談室【町田会場】 

・日 時：令和 ３年 ４月 ８日(木) １３：００～１６：００ 

     令和 ３年 ５月１３日(木) １３：００～１６：００ 

     令和 ３年 ６月１０日(木) １３：００～１６：００ 

     令和 ３年 ７月 ８日(木) １３：００～１６：００ 

     令和 ３年 ８月１２日(木) １３：００～１６：００ 

     令和 ３年 ９月 ９日(木) １３：００～１６：００ 

     令和 ３年１０月１４日(木) １３：００～１６：００ 

     令和 ３年１１月１１日(木) １３：００～１６：００ 

     令和 ３年１２月 ９日(木) １３：００～１６：００ 

          令和 ４年 １月１３日(木) １３：００～１６：００ 

     令和 ４年 ２月１０日(木) １３：００～１６：００ 

     令和 ４年 ３月１０日(木) １３：００～１６：００ 

・場 所：町田新産業創造センター 

    ・件 数：２２ 件 

 

3.関東会主催「知的財産セミナー2021」 

  ・開催回数：１９回 

  ・全参加者数：６１０名 

No. 開催日 タイトル 会場名 講師 
人

数 

1 R3.8.27 

創業時に必要な知的財産の基礎知識～インタ

ーネットビジネスに役立つ著作権の基礎知識と

留意事項～ 

ライブ配信 
下田 一弘 氏 

岩井 智洋 氏 
28 

2 R3.10.05 事業者が知っておくべき知的財産の基礎知識 ライブ配信 
濱田  修 氏 

深澤  潔 氏 
61 

3 R3.10.13 知的財産入門～知財戦略のすすめ～ 
ベンチャープラ

ザ船橋 

相田   悟 氏 

中村 裕行 氏 
20 

4 R3.10.19 
コロナ対策特許大解剖～コロナ禍のイノベーショ

ンを特許で保護しよう！～ 
ライブ配信 

寺尾 康典 氏 

木下  忠 氏 

堀  宏光 氏 

小島 浩嗣 氏 

62 

5 R3.10.22 

アイデアから発明 

～ビジネスにおいて特許とどうかかわってい

くか？～ 

ライブ配信 
岡地 優司 氏 

瀬崎 幸典 氏 
26 

6 R3.10.26 

知財セミナーin 町田 

～競争社会を生き抜くために 明日に活かし

たい知財の話～ 

ライブ配信 
高原千鶴子 氏 

増山 哲生 氏 
27 

7 R3.10.28 

中小企業の海外展開と知的財産権 

～成長を続ける ASEAN 市場への進出を目指し

て～ 

ライブ配信 

藤田  一彦 氏 

河野上正晴 氏 

高  義輝 氏 

二間瀬 覚 氏 

30 

8 R3.11.24 
そのネーミング、あなたの事業を本当に守れま

すか？ネーミングから商標活用への道のり 
ライブ配信 

砂場 哲郎 氏 

渡辺 貴康 氏 
20 
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9 R3.11.25 
混迷から抜け出す知財情報をお届けします！ 

～特許を見なおしてみませんか！～ 
ライブ配信 

篠原 淳司 氏 

小川  一 氏 
28 

10 R3.11.26 商品と知財～売れ筋に隠れた宝を探す～ ライブ配信 
柴崎 拓也 氏 

寺尾 康典 氏 
 20 

11 R3.12.02 
その新製品、他社の特許を侵害していません

か？～知って得する、権利範囲の解釈～ 
ライブ配信 

美川 公司 氏 

三宅 康雅 氏 
53 

12 R3.12.09 
ネット通販サイトの利用、広がる販売と知財

問題 

Adobe Connect

によるオンライ

ン開催 

八木田 智 氏 

黒田 義博 氏 
32 

13 R3.12.09 
投資型クラウドファンディングと知財 

～ものづくり系企業の資金調達手段として～ 
ライブ配信 

出縄 良人 氏 

道古  薫 氏 

小川  一 氏 

高橋 一哉 氏 

緒方 禎浩 氏 

49 

14 R3.12.17 

スタートアップ向けセミナー 

～スタートアップ企業に必要な知財人材と体

制～by IP BAAE 

YouTube Liveに

よるオンライン

配信 

坂    裕和 氏 

橋本  泰一 氏 

中村  泰彦 氏 

鎌田 哲生 氏 

木本  大介 氏 

安高  史朗 氏 

市川   茂 氏 

63 

15 R4.1.24 

売り上げアップを後押し！ 

商品名・サービス名の使い方と守り方 

～商標やサービスマークの活用～ 

ライブ配信 
中村 祥二 氏 

柴田 克亮 氏 
43 

16 R4.2.04 

リアルな事例から学ぶ攻めと守りの知的財産

権 テクニカルショウヨコハマ 2022 併催セミ

ナー 

パシフィコ横浜

展示ホール E24

会議室 

青木  充 氏 

坂田ゆかり 氏 

金沢 彩子 氏 

31 

17 R4.2.18 

観光資源と知的財産 

～観光地づくりや観光誘客の推進に向けた知

的財産の活用～ 

ライブ配信 
押久保政彦 氏 

藤掛 宗則 氏 
38 

18 R4.2.22 
知財セミナー2022 

～知財支援策を活用しよう！～ 
ライブ配信 

鎌田 雄志 氏 

山川  啓 氏 
22 

19 R4.3.10 
特許・商標の使い方！利益 UP につながる活用

事例と失敗例 
ライブ配信 

大牧  稔 氏 

森山  朗 氏 
20 

 

 4.広報活動 

(1)ノベルティアプリ作成（広報委員会） 

 ・ARカメラアプリ（iOS,Android） 

(2)知財授業配布用ノベルティグッズの製作 

 ・動物クリップペン １,０００個 

 ・電子メモパッド  １,４００個 

(3)企業取材の実施（広報委員会） 

 ・(株)スクウェア・エニックス 

(4)関東会だよりの配信 
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    ・第２２号～第３２号 １１通 

(5)関東会ホームページの一部改修（広報委員会） 

 ・事例紹介ページ追加 

 

 5.ＰＲ動画の製作 

  ・栃木委員会 

    ・西堀酒造(株)ヒアリング動画 

  

6.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３年８月１日（日）１２：００～１７：００ 

場  所：町田新産業創造センターセミナールーム 

参加人数：１３名 

講  師： 遠田 利明 氏、金子 正彦 氏、高原千鶴子 氏 

＜第 2回＞ 

     日  時：令和４年２月５日（土）９：００～１２：５０ 

場  所：Zoom によるオンライン配信 

参加人数：３１名（玉川学園高等部 31 名） 

講  師：高原千鶴子 氏、山下 滋之 氏、森山  朗 氏 

 

 7.東京弁護士会との合同セミナー 

    「中小企業の海外進出～冒認商標・模倣品対策の観点から～」 

     日  時：令和４年２月２１日（月）１４：００～１６：００ 

     主  催：東京弁護士会、日本弁理士会関東会 

     共  催：日本貿易振興機構（JETRO） 

     開催形式：オンライン開催 

     参加者 ：３２名 

 

8.記念事業 

  「弁理士の日記念イベント 2021」 

     日  時：令和３年７月４日（日）１０:００～１７：００ 

     開催形式：オンライン 

     配信会場：文化放送メディアプラスホール（東京都港区浜松町 1-31） 

     テ ー マ：子供たちの未来を育てる知財 

     参加人数：HP開設期間（４/２０～１０/３１）の閲覧数：２０,９２０ 

          イベント当日の HP閲覧数 １,７９８ 

          イベント当日の radiko リスナー １,７２４ 

 

 9.弁理士紹介制度 

   運用開始日：令和３年１０月１９日（HPサイトオープン） 

   登録弁理士数：９８人 

   申請件数 ：３８件（東京２８件、神奈川６件、千葉１件、埼玉２件、山梨１件） 

         内 紹介実施２８件、お断り４件、取下げ６件、対応中１件 

           契約成立８件、不成立１４件、未回答１６件  
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   紹介弁理士数：６０人（延べ） （令和４年３月３１日現在） 

 

10.賀詞交歓会 

 ＜栃木県＞ 

    日  時：令和４年１月２１日（金）１７：００～１９:００ 

    開催形式：オンライン 

    参加人数：招待者９名 

 

11. コロナの影響により中止した対外事業 

  ・知的財産セミナー２０２１の一部 

    ・としまＭＯＮＯづくりメッセ出展 

  ・たま工業交流展出展 

  ・ＢＯＢセミナー（令和３年７月１４日） 

 

 12.関東経済産業局 広域関東圏知的財産戦略本部員への就任 

    本部員：関東会会長 吉村俊一 

    任 期：令和４年１月７日から令和４年３月３１日 

 

 13.関東経済産業局と関東会各都県委員会委員長との情報交換会の実施 

    日時：令和３年７月２０日（火）１５時３０分～１７時３０分 

    場所：Zoom形式 

    議題：①関東経済産業局における令和 3 年度知財関連事業（セミナー事業を中心として） 

②各都県における過去のセミナーの概要と今年度の予定について 

③その他 

  

14.令和 4年度東京都予算に対する知事ヒアリング文書提出 

    要望内容：１．事業性評価及び事業承継等に有効な知的資産の見える化支援 

２．中小企業への事業化支援のための知的財産権取得費用の助成拡充 

３．未来のビジネス人材育成のための創造教育支援  

 

15.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 上村陽一郎 

埼玉県 杉岡 真紀 

茨城県 金山 義信 

群馬県 羽鳥 亘 

栃木県 藤掛 宗則 

山梨県 塩島 利之 

 

16.都県委員長の対外的呼称 

  対外的呼称：「関東会会長代理(〇〇担当)」【〇〇には都県名】 

  使用期間 ：令和３年４月７日から令和４年３月３１日 
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17.他士業・他団体等との連携 

 ・東京１０士業（東京） 

 ・他士業との合同相談会（東京） 

    北区の共催と１０の士業の合同による事業と暮らしの無料相談会（令和３年７月３日） 

    暮らしと事業の無料相談会 in 杉並（令和３年９月２５日） 

    府中市事業と暮らしの無料相談会（令和３年１０月１６日） 

    板橋区と共催・１１士業合同事業と暮らしの無料相談会（令和３年１１月３日） 

    豊島区専門家合同相談室（令和３年４月９日、７月２日、９月３日、令和４年２月２１日） 

・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 

  ・５者連携（東京） 

 ・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 

 ・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（２１回、件数８件） 

企業関係者と弁理士の知財研究会(５回) 

図書館で学ぶ知的財産講座―弁理士と共に学ぶ知財基礎セミナー―(４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) 
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（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 自動更新 

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 豊島区相談事業実施協定書 豊島区 自動延長 

 

（４）その他 

 ・千葉委員会にて、「千葉県児童生徒・教職員科学作品展」の千葉委員会委員長賞として受賞者に楯及び

賞状を授与した。 

 ・「かながわビジネスオーディション 2022」における関東会会長賞として、知的財産に関する無料相談

（６か月間）、トロフィーを授与した。 


