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平成２８年度事業報告書 

自  平成 28年 4月  1日 

至  平成 29年 3月 31日 

１．会 員 数 

                 ４３６名 

 （内訳） 

種  別 前年度末 
期 間 中 増 減 

今年度末 
増 減 差引 

法人会員 

個人会員 

賛助会員 

２７７ 

１８７ 

０ 

１ 

１４ 

０ 

１３ 

３０ 

０ 

△１２ 

△１６ 

０ 

２６５ 

１７１ 

０ 

合計 ４６４ １５ ４３ △２８ ４３６ 

 

種 別 前年度末 増減 今年度末 

法
人
会
員 

第１種 １２ １ １３ 

第２種 ４８ △５ ４３ 

第３種 ７２ △３ ６９ 

第４種 １４５ △５ １４０ 

会
員

個
人 

第１種 ３ △１ ２ 

第２種 １８４ △１５ １６９ 

会
員

賛
助 

法人（一口） ０ ０ ０ 

個人（一口） ０ ０ ０ 

総  計 ４６４ △２８ ４３６ 

 

 

２．会   議 

 （１）総 会 

   ①第７回総会 

    日 時 平成２８年６月１６日（木） １３：３０～１５：１５ 

    場 所 大阪大学中之島センター ５階 講義室５０７ 

       第１号議案 平成２７年度大阪発明協会事業報告・同収支決算(案) 

承認の件 

    第２号議案 平成２８年度大阪発明協会事業計画・同収支予算(案) 

承認の件 

    第３号議案 理事の辞任及び選任の件 

報告事項 

第１９回理事会報告 

 

(ⅰ) 理 事 選 任                                         (順不同・敬称略) 

濱野 廣明 （積水化学工業株式会社） 

上川  徹 （住友化学株式会社） 

中谷 浩之 （日東電工株式会社） 

根木 泰司 （西日本旅客鉄道株式会社） 

宮野尾 哲司 （一般社団法人大阪発明協会） 



(ⅱ) 理 事 辞 任                                         (順不同・敬称略) 

石原 幹也 （積水化学工業株式会社） 

水戸 信彰 （住友化学株式会社） 

田仲 文郎 （西日本旅客鉄道株式会社） 

正田 位守 （日東電工株式会社） 

 

  （２）理事会 

   ①第１８回理事会 

日 時 平成２８年５月２４日（火） １４：００～１５：００ 

    場 所 大阪大学中之島センター ９階会議室１、２ 

       第１号議案 平成２７年度事業報告書(案)及び収支計算書(案)の承認の件 

    第２号議案 理事（辞任）及び新任理事候補（任期１年)の承認の件 

    第３号議案 評議員・参与・顧問交代の承認の件 

 

(ⅰ) 評議員                         (順不同・敬称略) 

【新任】                                         

水戸 信彰 （住友化学株式会社） 

【退任】                                         

兵頭 克盛 （タキロン株式会社） 

坂田 信以 （住友化学株式会社） 

 

(ⅱ) 参 与                                              (順不同・敬称略) 

【新任】                                         

  中野 亮一 （大阪商工会議所 経済産業部長） 

楠本 忠範 （大阪府 商工労働部 中小企業支援室 ものづくり支援課長） 

【退任】                                         

  中川 正隆 （大阪商工会議所 経済産業部長） 

林  要一 （大阪府 商工労働部 中小企業支援室 ものづくり支援課長） 

 

 (ⅲ) 顧 問                                              (順不同・敬称略) 

【新任】                                         

  尾崎  裕 （大阪商工会議所 会頭） 

【退任】                                         

  佐藤 茂雄 （大阪商工会議所 会頭） 

 

   ②第１９回理事会 

    日 時 平成２８年６月１６日（木） １４：３０～１４：４５ 

    場 所 大阪大学中之島センター ９階会議室１、２ 

       第１号議案 会長及び代表理事選任の件 

       第２号議案 役付け役員（副会長）選任の件 

       第３号議案 顧問委嘱の承認の件 



 

【会長及び代表理事選任結果】                               (敬称略) 

会 長   上野山 雄 （パナソニック株式会社 フェロー） 

（代表理事） 

（１名） 

【役付け役員選任結果】                                  (敬称略) 

副会長   清田  穣 （清田軌道工業株式会社 代表取締役社長） 

（１名） 

【顧問委嘱】                                       (敬称略) 

顧 問   杉山 高義 （住友電気工業株式会社 顧問） 

（１名） 

  ③第２０回理事会  

    日 時 平成２８年１０月５日（水） １４：００～１５：００ 

       第１号議案 創立１１０周年記念事業実行委員会報告の件 

    第２号議案 評議員の交代の件 

 

(ⅰ) 評議員                         (順不同・敬称略) 

【新任】                                         

北側 彰一  （日立造船株式会社） 

【退任】                                         

清水  徹  （日立造船株式会社） 

 

  ④第２１回理事会  

    日 時 平成２９年３月１４日（火） １４：００～１５：３０ 

    場 所 大阪大学中之島センター ９階会議室１、２ 

       第１号議案 平成２９年度の事業計画(案)及び収支予算書(案)の件 

    第２号議案 平成２９年度工業所有権情報・研修館 請負業務による 

銀行融資を受ける件 

 

（３）ワーキンググループ会議 

   ①活性化ワーキンググループ会議 

    日 時 平成２８年７月２７日（水） １５：００～１７：３０ 

    場 所 住友クラブ 洋室７号 

議 題 運営幹事の交代の件 

平成２８年度企業見学会＆講演会について  

活性化 WG の今後の活動に向けて 

   ②活性化ワーキンググループ会議 

    日 時 平成２８年９月５日（月） １０：００～１２：００ 

    場 所 パナソニックＯＢＰビル 

議 題 平成２８年度企業見学会＆講演会について  

活性化 WG の今後の活動に向けて 



 

３．発明奨励振興事業 

（１）大阪優秀発明表彰 

大阪発の優秀な発明・考案・創作を表彰することにより、大阪の地域活性化・科学技

術の発展を図るとともに、会員の発明活動を奨励することを目的として、同賞を募集し、

学識経験者等からなる選考委員会を構成して、厳正な審査を行い、受賞者を選定した。 

 

 

選考委員会  日 時 平成２８年１２月２７日（火） １５：００～１６：３０ 

          場 所 大阪大学中之島センター ９階 会議室１ 

   表 彰 式  日 時 平成２９年２月７日（火） １３：００～１４：００ 

          式 場 ホテルグランヴィア大阪 ２０階 名庭の間 

 

  受賞者は次の通り。（敬称略） 

 

【大阪優秀発明大賞部門】 

大阪優秀発明大賞 

電池式ガス警報器用超省電力ガスセンサ      （特許第５２４０７６７号） 

  野中  篤（大阪ガス株式会社） 

  大西 久男（大阪ガス株式会社） 

  中山 敏郎（元 大阪ガス株式会社） 

  鈴木 卓弥（富士電機株式会社） 

  岡村  誠（富士電機株式会社） 

  国原 健二（元 富士電機株式会社） 

 

【大阪チャレンジ発明賞部門】 

大阪チャレンジ発明賞 

トレーニング用足踏み式車いす         （特許第５７２４０２３号） 

  小牧 泰之（株式会社をくだ屋技研） 

  土橋 健志（株式会社をくだ屋技研） 

  中野 洋一（株式会社をくだ屋技研） 

  下窪 裕樹（株式会社をくだ屋技研） 

  倉田 純一（学校法人関西大学） 

 

除菌力と洗浄力のある食品添加物アルコール製剤「セキュアコール」の開発         

（特許第５７７４７６２号） 

  守屋 貴弘（株式会社ニイタカ） 

  赤阪 天平（株式会社ニイタカ） 

 

 

 



 （２）近畿地方発明表彰 

   優秀な発明・考案・創作、その実施化、また、発明の奨励により近畿地方の産業の発

展・振興に多大の貢献をされた方々を推薦し表彰した。 

  本年度の近畿地方発明表彰は、兵庫県発明協会が事務を担当し、地方発明表彰選考委

員会の設置ならびに開催、表彰式等を挙行した。 

  そのうち、大阪発明協会より推薦した発明者は２８件９３名。 

文部科学大臣賞１件３名、近畿経済産業局長賞１件２名、実施功績賞１件１名、知

事賞１件３名、会長賞４件１３名、奨励賞２１件７２名、奨励功労賞１名の方々が受

賞された。 

 

   近畿地方発明表彰選考委員会 

    日 時  平成２８年８月２２日（月） １４：００～１５：００ 

    場 所  神戸市産業振興センター ６階特別会議室 

（兵庫県神戸市中央区東川崎町１− ８− ４） 

    出席者 関係団体代表者、近畿府県発明奨励事務担当者、近畿地域発明協会担当者 

   近畿地方発明表彰式 

    日 時  平成２８年１１月２８日（月） １４：００～１５：００ 

    場 所  神戸ポートピアホテル 偕楽の間 

（兵庫県神戸市中央区港島中町６− １０− １） 

    参加者  約３００名 

 

   主な受賞者（敬称略） 

   文部科学大臣賞                （特許第４７４４６２５号） 

受信方法及び受信装置 

              村上  豊 （パナソニック株式会社） 

              折橋 雅之 （パナソニック株式会社） 

              松岡 昭彦 （パナソニック株式会社） 

    実施功績賞     津賀 一宏 （パナソニック株式会社 代表取締役社長） 

 

   近畿経済産業局長賞  

カテーテル検査用固定具           （特許第５８４７７５１号） 

              坂本 喜晴 （株式会社坂本設計技術開発研究所） 

              薮  圭介 （枚方公済病院） 

 

   大阪府知事賞                 （特許第４３９７９１７号） 

薬品秤量装置 

              湯山 裕之（株式会社湯山製作所） 

              安岡 啓太（株式会社湯山製作所） 

              小濱 章臣（株式会社湯山製作所） 

 



（３）全国発明表彰 

大阪発明協会より９件を推薦した。 

推薦した応募案件のうち、経済産業大臣賞１件３名、発明賞２件７名が受賞された。 

 

表彰式 

日 時  平成２８年６月１５日（水） １５：１０～１６：１０ 

式 場  ホテルオークラ東京 

 

  受賞者は次の通り。（敬称略） 

 

経済産業大臣賞 

糖尿病治療薬カナグリフロジンの発明      （特許第４１３０４６６号） 

      野村 純宏  （田辺三菱製薬株式会社） 

      川西 英治  （田辺三菱製薬株式会社） 

      植田 喜一郎 （田辺三菱製薬株式会社） 

 

発明賞 

エッジ効果抑制による遮音壁の発明       （特許第５３８０６１０号） 

      河井 康人  （学校法人関西大学） 

 

燃料電池コジェネシステムの長寿命化技術    （特許第４４６８９９４号） 

      菅原  靖 （パナソニック株式会社） 

      浦田 隆行 （パナソニック株式会社） 

      梅田 孝裕 （パナソニック株式会社） 

      吉田 昭彦 （パナソニック株式会社） 

      柴田 礎一 （パナソニック株式会社） 

      森田 純司 （パナソニック株式会社） 

 

（４）叙勲・褒章等への推薦 

   当協会から推薦した３名が受賞した。（敬称略） 

 

     叙 勲   

旭日双光章     松本 幸道 （株式会社不二鉄工所 代表取締役会長） 

 

     文部科学大臣表彰 

      創意工夫功労者賞  中条 英樹（ダイハツ工業株式会社） 

      創意工夫功労者賞  安福 孝治（ダイハツ工業株式会社） 

 

 

 

 



（５）大阪府発明実施功労者等表彰 

   当協会から推薦した３名が受賞した。 

    大阪府発明実施功労者等表彰式 

     日 時  平成２８年４月２１日（木） １０：３０～１１：３０ 

     式 場  大阪府庁本館（大阪市中央区） 

 

     受賞者（敬称略） 

技術改善功労者    末次  準 （ダイハツ工業株式会社）   

      技術改善功労者    中嶋 光一 （ダイハツ工業株式会社）   

      技術改善功労者    平井 雅隆 （ダイハツ工業株式会社）   

 

（６）全国発明振興会議 

   主催 石川県、公益社団法人発明協会 

   共催 一般社団法人発明推進協会 

   担当 一般社団法人石川県発明協会 

   日時 平成２８年９月８日（木）９日（金） 

   会場 ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 

   出席者 都道府県知的財産担当者、中小企業支援機関、 

       都道府県発明協会担当者、石川県内企業関係者 

   テーマ 「発明奨励、知的財産権の普及啓発等について」 

       「石川県の技術と知財」 

       「わが社の経営と知財戦略」澁谷工業株式会社、玉田工業株式会社 

   産業視察 澁谷工業株式会社本社工場、石川県産業振興ゾーン 

 

 

４．青少年創造性開発育成事業 

（１）大阪府生徒児童発明くふう展 

我国の次代を担う生徒児童が、自身で問題提起を行い、発明に取り組み、工

夫した作品を作り上げることにより、知的創造力を駆使して問題解決を行える

人材を育てることを目的として、開催した。 

 

   主 催  一般社団法人大阪発明協会、毎日新聞社 

   後 援  近畿経済産業局、大阪府、大阪市、大阪商工会議所、 

大阪市教育委員会、日本弁理士会近畿支部、公益社団法人発明協会 

   協 賛  大阪府小学校長会、大阪府公立中学校長会、大阪府立高等学校長協会 

協 力  大阪府教育委員会、ＡＴＣｴｲｼﾞﾚｽｾﾝﾀｰ、一般社団法人全国発明婦人協会  

   会 期  平成２８年１１月３日（木）～１１月６日（日）の４日間 

   会 場  ＡＴＣエイジレスセンター Ｇゾーン 

   応募件数  １９４点 

入場者数  １，９９６名 

 

 



   審査委員会 

    日 時  平成２８年１０月４日（火） １０：００～１４：３０ 

    場 所  ＡＴＣエイジレスセンター Ｈゾーン 

 

   表彰式 

    日 時  平成２８年１１月６日（日） １４：００～１５：００ 

    式 場  ＡＴＣエイジレスセンター Ｇゾーン 

 

   受賞者（敬称略） 

●生徒児童の部  

    近畿経済産業局長賞    「モルモルダイエット歩行器」 

岡本 志優（交野市立郡津小学校４年） 

    大阪府知事賞       「ドクターガチャ」 

                  太田 来未（箕面市立第四中学校２年） 

    発明協会会長奨励賞    「オリジナル多足歩行型 災害救助ロボ」 

                  中村 倫晟（堺市立登美丘南小学校４年） 

    大阪市長賞        「空気の力で一人でトイレに行けます。」 

                  一谷 弥里（大阪市立長池小学校３年） 

    大阪商工会議所会頭賞   「バッティングマシン１号」 

                  寺田 昴琉（堺市立桃山台小学校４年） 

    大阪府教育委員会賞    「ブラックホール～すべてを飲みこむ宇宙のそうじ機～」 

                  錦織 爵良（堺市立泉北高倉小学校５年） 

    大阪市教育委員会賞    「机上全方位扇風機」 

                  小西 賛良（大阪府立佐野工科高等学校２年） 

                  蒸野 優華（大阪府立佐野工科高等学校２年） 

    日本弁理士会近畿支部長賞 「マジックハンド ～ゴムと歯車の研究～」 

                  牛島 知香（堺市立北八下小学校６年） 

    ＡＴＣエイジレスセンター賞「だんごむし ごろん」 

                  杉前 日彩（堺市立浜寺石津小学校１年） 

    大阪発明協会会長賞    「カッターアシストローラー」 

                  溝口 実果（東大阪市立森河内小学校６年） 

    毎日新聞社賞       「みるみるくんＺ」 

                  山田 嵩仁（賢明学院小学校４年） 

   ●団体の部 

    賢明学院小学校 

    箕面市立第四中学校 

    大阪府立佐野工科高等学校 

 

 

 



（２）少年少女発明クラブ 

① 少年少女発明クラブ企画運営会議 

１）東大阪市少年少女発明クラブ    

日 時 平成２８年５月２６日（木）１６：００～１７：００ 

場 所 東大阪市役所総合庁舎（東大阪市） 

    ② 少年少女発明クラブ全国会議 

１）日 時 平成２８年１１月２５日（金） 

       会 場 発明会館（東京都港区） 

２）日 時 平成２９年２月２４日（金） 

       会 場 発明会館（東京都港区） 

    ③ 大阪府内少年少女発明クラブ合同会議 

日 時 平成２８年６月８日（水）１３：００～１７：００ 

       会 場 日本橋筋商店街振興組合 会議室（大阪市浪速区） 

 

（３）全国少年少女チャレンジ創造コンテスト 

  全国の少年少女に、ものづくりの楽しさ、チームワークの大切さを体験させ、柔軟なア

イデアや豊かな発想力を引き出し、課題に対する問題解決能力を高め、自ら考え行動する

チャレンジ精神を育成するとともに、発明創造に対する関心を高め、その重要性を認識さ

せ次世代を担う青少年の発想力と具現力を育成し、未来を切り開く意識を醸成することを

目的として、全国少年少女チャレンジ創造コンテストの大阪地区予選会を兼ねた大阪大会

を（公社）発明協会と共催のもと開催した。 

なお、大阪大会において表彰された成績優秀者のうち、２チームが選抜され全国大会に

出場した。 

 

    ①第７回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト大阪大会 

     主 催  公益社団法人発明協会 

共 催  一般社団法人大阪発明協会 

主 管  東大阪市少年少女発明クラブ 

日 時  平成２８年８月１７日（水） 

     会 場  星の里いわふね 体育室（交野市） 

     参加チーム数 １２チーム 

     テーマ  「からくりパフォーマンス・カー」 

 

   ●コンテスト競技の部 

    ★優勝  「竹取物語」（大阪市森之宮少年少女発明クラブ）  

          チームりひそら（滝尾理人・小西爽良） 

    ★準優勝 「宇宙の始まりと未来を考える学校」（大阪市森之宮少年少女発明クラブ）  

          ＲＨＳ（清水蓮・金城晴也・金森さくら） 

    ★準優勝 「サル山の四季」（大阪市森之宮少年少女発明クラブ）  

          モンキーＺＯＯ（外島梨子・西山朱音・森琉偉） 

 



    ★準優勝 「水とスポーツ」（大阪市森之宮少年少女発明クラブ）  

          ＮＩＮ（中島賢大・長井平・糸川旺汰） 

   ●審査員特別賞 

    ★チーム名：「海遊館」（東大阪市少年少女発明クラブ）  

          ＭＹＮＳチーム（溝口実果・由良真紘・西田圭臣・曽我亮翔） 

    ★チーム名：「もち工場体験ツアー」（大阪市日本橋少年少女発明クラブ）  

          デンデン７（加藤賢信・中澤一太） 

 

   ②第７回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト全国大会 

日 時 平成２８年１１月２６日（土） 

     会 場 東京工業大学 屋内運動場（東京都目黒区） 

 

    ★出場チーム 

     銅メダル：「竹取物語」（大阪市森之宮少年少女発明クラブ）  

          チームりひそら（滝尾理人・小西爽良） 

     銅メダル：「宇宙の始まりと未来を考える学校」（大阪市森之宮少年少女発明クラブ）  

          ＲＨＳ（清水蓮・金城晴也・金森さくら） 

 

（４）本部展覧会への推薦（本年度推薦件数） 

   ①全日本学生児童発明くふう展 

    大阪発明協会より大阪府生徒児童発明くふう展優秀作品を中心に１３点を推薦し

た結果、入選４点を受賞した。 

 

   受賞者（敬称略） 

    ★入選     「だんごむし ごろん」 

               杉前 日彩 （堺市立浜寺石津小学校１年） 

            「空気の力で一人でトイレに行けます。」 

               一谷 弥里 （大阪市立長池小学校３年） 

            「ブラックホール～すべてを飲みこむ宇宙のそうじ機～」 

               錦織 爵良 （堺市立泉北高倉小学校５年） 

            「速凍タッパー」 

               立松 悠  （箕面市立第四中学校１年） 

 

   ②未来の科学の夢絵画展 

    大阪発明協会より７３点を推薦した。 

 

 

 

 

 



５．知的財産権制度普及事業 

（１）大阪発明協会主催「知的財産セミナー」の開催 

知的財産権に関する専門知識ならびにその実務の習得などを目的として、知的財産 

専門人材の育成に努め、知的財産権制度の普及・啓発を行うため、各種研修・講習会

を開催した。 

 

  １ 実務に役立つ効果的な特許・意匠検索調査入門            １１名 

  ２ 知的財産権基礎講座                        ２８名 

  ３ 広告・プロモーションと商標権侵害                  ３０名 

  ４ 化学系明細書作成ワークショップ                  １０名 

  ５ 化学系中間手続対応ワークショップ                  ７名 

  ６ 実務初級～中級のためのケースに学ぶ契約入門            ３２名 

  ７ 知的財産権侵害紛争における戦略的な攻防の実務           １４名 

  ８ 特許調査実務講座（パワーアップ実践編）              １０名 

  ９ 特許審査の基本と出願人ＯＡ力の向上                １７名 

  10 秘密保持契約書（NDA）の基礎知識、交渉のポイント、 

最近の傾向とNDAの戦略的活用                    ３７名 

  11 契約書作成実践セミナー＜ライセンス契約編＞            １４名 

  12 米国出願クレームエディットのススメ                １８名 

  13 研究開発＆特許出願活動に役立つ特許情報調査と検索テクニック入門   １２名 

  14 実務者向け侵害予防調査・無効化調査のノウハウ               １８名 

    【関西特許情報センター振興会寄付セミナー】 

  15 事業戦略・特許出願戦略のためのパテントマップ活用方法        １２名 

  16 海外企業からの不平等契約を是正するための契約書作成・交渉ポイント １７名 

  17 最新の裁判例からみた「商標の類似」と商標権侵害の判断基準     ３１名 

 

（２）平成２８年度知的財産権制度説明会（特許庁主催）への実施協力 

（一社）発明推進協会が受託した、これから知的財産権を学びたい方、企業等におい

て知財部門に新しく配属された方などの初心者の方を対象にした知的財産権に関する

基本的な知識の習得を目的として開催する知的財産権制度説明会（初心者向け）、なら

びに知的財産権の業務に携わっている実務者の方対象の制度の円滑な運用を図るため、

実務上必要な知識の習得を目的として開催する知的財産権制度説明会（実務者向け）の

大阪開催について実施協力を行った。 

 

[初心者向け] 

①開催日：平成２８年７月 ７日（木）   参加人数：２５２名 

場 所：大阪会館 Ａホール （大阪市中央区） 

②開催日：平成２８年８月 ８日（月）   参加人数：１５５名 

場 所：堺商工会議所 大ホール （大阪府堺市北区） 

③開催日：平成２８年９月 ２日（金）   参加人数：２７３名 

場 所：大阪会館 Ａホール （大阪市中央区） 



④開催日：平成２８年９月２１日（水）   参加人数：１９９名 

場 所：クリエイターズプラザ 技術交流室ＡＢ （大阪府東大阪市） 

 

[実務者向け] 

①開催日：平成２８年１１月 １日（火）  参加人数：５０５名 

②開催日：平成２８年１１月 ７日（月）  参加人数：３２６名 

③開催日：平成２８年１１月１４日（月）  参加人数：４６８名 

④開催日：平成２８年１１月２４日（木）  参加人数：４４７名 

⑤開催日：平成２８年１２月 ５日（月）  参加人数：４３３名 

⑥開催日：平成２８年１２月１６日（金）  参加人数：４４２名 

場 所：メルパルクＯＳＡＫＡ イベントホール （大阪市中央区） 

 

（３）巡回特許庁 in KANSAI（特許庁主催）への実施協力 

（一社）発明推進協会が受託した、巡回特許庁 in KANSAIの大阪開催各種イベントに

ついて実施協力を行った。 

 

①知的財産シンポジウム（開催運営のサポート・臨時相談窓口の設置） 

開催日：平成２８年１１月２１日（月） １３：３０～１７：００ 

場 所：グランフロント大阪コングレコンベンションセンター （大阪市北区） 

②知的財産権制度説明会（初心者向け）、テレビ面接審査デモンストレーション 

および模擬口頭審理動画放映（臨時相談窓口の設置） 

開催日：平成２８年１２月６日（火） １２：００～１７：００ 

場 所：TKPガーデンシティ大阪梅田 （大阪市北区） 

③職務発明制度セミナー（臨時相談窓口の設置） 

開催日：平成２８年１２月１３日（火） １３：００～１７：００ 

場 所：TKPガーデンシティ大阪梅田 （大阪市北区） 

 

（４）知的財産シンポジウム等を大阪大学知的財産センターと共催にて実施 

大阪大学知的財産センター（IPrism）が主催する「IPrism5月IPセッション」に対し

て、日本弁理士会近畿支部と共に共催にて実施した。 

 

①アメリカ・ドイツ特許訴訟の比較及びトランスナショナル特許権行使戦略 

開催日：平成２８年５月１８日（水） １７：３０～１９：００ 

場 所：日本弁理士会近畿支部 （大阪市北区） 

②Global Litigation/Defence as an Instrument for Handling NPEs 

開催日：平成２８年５月２４日（火） １８：３０～２０：３０ 

場 所：大阪大学中之島センター （大阪市北区） 

③IPrism国際知的財産シンポジウム「コンピュータ関連発明のクレーム・明細書作成

戦略：日欧米の審査実務に即した機能的クレームの活用」 

開催日：平成２８年５月３１日（火） １３：３０～１７：００ 

場 所：大阪大学中之島センター （大阪市北区） 



６．知財総合支援窓口運営業務（独立行政法人工業所有権情報・研修館請負事業） 

 

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

制を整備し、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

用しきれていない中小企業等の知的財産マインドの発掘や特許情報等の提供・活用を行うた

め、大阪府において「知財総合支援窓口」を設置、専門の人材を配置して、中小企業等が抱

える知的財産権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

して、標記事業を独立行政法人工業所有権情報・研修館より請け負い、実施した。 

 

（１）窓口を設置した場所及び時間 

【主たる窓口（本部：常設）】 

  国立大学法人大阪大学中之島センター ７階、６階、５階 

   一般社団法人大阪発明協会（大阪市北区中之島４－３－５３） 

    開設時間：９：００～１７：００ 

【従たる窓口（サテライト：常設）】 

  ものづくりビジネスセンター大阪（ＭＯＢＩＯ）内 

  （大阪府東大阪市荒本北１－４－１クリエイション・コア東大阪 南館１階） 

    開設時間：９：３０～１７：３０ 

【臨時窓口】  

   豊中商工会議所、堺市産業振興センター、泉佐野商工会議所、りそなグループビジ

ネスプラザおおさか、豊能町商工会、柏原市商工会、忠岡町商工会、枚方市立地域活

性化支援センター（北大阪商工会議所 交野支所）、箕面商工会議所、グランフロン

ト大阪(巡回特許庁in KANSAI)、TKPガーデンシティ大阪梅田(巡回特許庁in KANSAI) 

 

●知財総合支援窓口（大阪）相談・支援件数実績 

             ４，７３３件 

●知財総合支援窓口（大阪）専門家活用件数実績 

       ８７７件 

●知財総合支援窓口（大阪）新規相談件数実績 

             １，２３５件 

●知財総合支援窓口（大阪）普及啓発のための訪問企業件数実績 

               ３７２件 

 

（２）支援機関との連携会議 

[第１回] 

開催日：平成２８年８月９日（火）  

場 所：大阪大学中之島センター ５階 ５０７講義室 （大阪市北区中之島） 



時 間：１５：００～１７：００ 

出席者：（独）工業所有権情報研修館・近畿経済産業局・大阪府・三菱UFJ ﾘｻｰﾁ＆ｺ

ﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ(株)・大阪府産業デザインセンター・日本弁理士会近畿支部・大阪

税関・（独）中小企業基盤整備機構・（独）日本貿易振興機構・（国研）産

業技術総合研究所関西センター・（地独）大阪府立産業技術総合研究所・

（地独）大阪市立工業研究所・（公財）大阪産業振興機構・（公財）堺市産

業振興センター・（公財）大阪市都市型産業振興センター・大東市・東大阪

市・門真市・八尾市・泉佐野商工会議所・守口門真商工会議所・和泉商工会

議所・北大阪商工会議所・池田商工会議所・大阪商工会議所・岸和田商工会

議所・東大阪商工会議所・豊中商工会議所・八尾商工会議所・吹田商工会議

所・高槻商工会議所・松原商工会議所・摂津市商工会・泉南市商工会・忠岡

町商工会・日本政策金融公庫・池田泉州銀行・尼崎信用金庫・大阪シティ信

用金庫・りそな銀行・北おおさか信用金庫・関西アーバン銀行・大阪信用金

庫・近畿大阪銀行 

 

[第２回] 

開催日：平成２８年１２月１９日（月）  

場 所：大阪大学中之島センター ５階 ５０７講義室 （大阪市北区中之島） 

時 間：１５：００～１７：００ 

出席者：特許庁・（独）工業所有権情報研修館・近畿経済産業局・大阪府・大阪税関・

日本弁理士会近畿支部・（独）中小企業基盤整備機構・（地独）大阪府立産

業技術総合研究所・（地独）大阪市立工業研究所・（公財）大阪産業振興機

構・（公財）堺市産業振興センター・大阪産業創造館・東大阪市・門真市・

八尾市・守口門真商工会議所・八尾商工会議所・高石商工会議所・大阪商工

会議所・岸和田商工会議所・豊中商工会議所・北大阪商工会議所・東大阪商

工会議所・池田商工会議所・泉佐野商工会議所・松原商工会議所・摂津市商

工会・泉南市商工会・忠岡町商工会・島本町商工会・日本政策金融公庫・池

田泉州銀行・尼崎信用金庫・大阪シティ信用金庫・りそな銀行・北おおさか

信用金庫・関西アーバン銀行・大阪信用金庫・近畿大阪銀行 

 

（３）大阪府との連携会議 

開催日：平成２８年７月１４日（木）  

場 所：大阪大学中之島センター ９階会議室１ （大阪市北区中之島） 

時 間：１３：３０～１５：００ 

 

（４）中小企業等の知財の裾野を拡大させる普及啓発活動としての講座 

 知財総合支援窓口事業の新企画として、中小企業の知財初心者を対象とした知的財産

権取得のための３回シリーズ講座を３クールで計９回、ならびに知財を事業展開に活用

するために必要な知識を取得するための知的資産経営セミナーを計２回開催した。 

 

 



[知的財産権取得のための実践セミナー第１クール] 

第１回：「中小企業の事業戦略における知的財産活用講座」 

開催日：平成２８年６月２７日（月） １５：００～１７：００ 

場 所：大阪大学中之島センター ７階会議室７０２ （大阪市北区中之島） 

参加者：６名 

  

 

第２回：「先行技術調査の大切さを学ぶためのJPlatPat活用講座」 

開催日：平成２８年７月２１日（木） １４：００～１７：００ 

場 所：大阪大学中之島センター ７階会議室７０２ （大阪市北区中之島） 

参加者：９名 

 

第３回：「初歩から学ぶ知的財産権電子出願手続講座」 

開催日：平成２８年８月２３日（火） １４：００～１７：００ 

場 所：大阪大学中之島センター ７階会議室７０２ （大阪市北区中之島） 

参加者：４名 

 

[知的財産権取得のための実践セミナー第２クール] 

第１回：「中小企業の事業戦略における知的財産活用講座」 

開催日：平成２８年９月２９日（木） １５：００～１７：００ 

場 所：大阪大学中之島センター ７階会議室７０２ （大阪市北区中之島） 

参加者：５名 

  

第２回：「先行技術調査の大切さを学ぶためのJPlatPat活用講座」 

開催日：平成２８年１０月１８日（火） １４：００～１７：００ 

場 所：大阪大学中之島センター ７階会議室７０２ （大阪市北区中之島） 

参加者：９名 

 

第３回：「初歩から学ぶ知的財産権電子出願手続講座」 

開催日：平成２８年１１月８日（火） １４：００～１７：００ 

場 所：大阪大学中之島センター ７階会議室７０２ （大阪市北区中之島） 

参加者：７名 

 

[知的財産権取得のための実践セミナー第３クール] 

第１回：「中小企業の事業戦略における知的財産活用講座」 

開催日：平成２８年１２月８日（木） １５：００～１７：００ 

場 所：大阪大学中之島センター ７階会議室７０２ （大阪市北区中之島） 

参加者：７名 

  

 

 



第２回：「先行技術調査の大切さを学ぶためのJPlatPat活用講座」 

開催日：平成２９年１月１８日（水） １４：００～１７：００ 

場 所：大阪大学中之島センター ７階会議室７０２ （大阪市北区中之島） 

参加者：４名 

 

第３回：「初歩から学ぶ知的財産権電子出願手続講座」 

開催日：平成２９年２月２１日（火） １４：００～１７：００ 

場 所：大阪大学中之島センター ７階会議室７０２ （大阪市北区中之島） 

参加者：５名 

 

[知的資産経営セミナー] 

第１回：「企業価値の見える化」 

開催日：平成２８年１１月２２日（火） １５：００～１７：００ 

場 所：大阪大学中之島センター ５階会議室５０７ （大阪市北区中之島） 

参加者：５名 

  

第２回：「経営力向上計画を創ろう」 

開催日：平成２９年２月１７日（金） １３：００～１７：００ 

場 所：大阪大学中之島センター ７階会議室７０２ （大阪市北区中之島） 

参加者：１７名 

 

 

７．会員サービス事業 

（１）第４期会員交流会 

会員各社が参考になるような情報を無料で得られる機会を提供し、会員同士の親睦と

交流を深めるため、平成２７年度より引き続き第４期交流会を開始した（平成２９年３

月をもって終了）。交流会は電気機械グループと化学材料グループに分かれ、それぞれ

原則として２ヵ月に１回開催した。 

（参加会員数：３５社） 

 

【電気機械グループ】（参加会員数：２０社） 

①日 時：平成２８年 ５月１６日（月） １４：００～１７：００ 

会 場：住友クラブ 

内 容：「職務発明規定（３５条改正とガイドライン）（１）」 

②日 時：平成２８年 ７月１９日（火） １４：００～１７：００ 

会 場：住友クラブ 

内 容：「職務発明規定（３５条改正とガイドライン）（２）」 

③日 時：平成２８年 ９月 ５日（月） １４：００～１７：００ 

会 場：パナソニックＯＢＰビル 

内 容：「外国出願」 

 



④日 時：平成２８年１１月１６日（水） １４：００～１７：００ 

会 場：パナソニックＯＢＰビル 

内 容：「特許事務所との付き合い方」 

⑤日 時：平成２９年 １月１６日（月） １４：００～１７：００ 

会 場：パナソニックＯＢＰビル 

内 容：「フリーテーマ:知財に関する悩み事」 

 

【化学材料グループ】（参加会員数：１６社） 

①日 時：平成２８年 ５月２３日（月） １４：００～１７：００ 

会 場：住友クラブ 

内 容：「職務発明規定（３５条改正とガイドライン）（１）」 

②日 時：平成２８年 ７月２０日（水） １４：００～１７：００ 

会 場：住友クラブ 

内 容：「職務発明規定（３５条改正とガイドライン）（２）」 

③日 時：平成２８年 ９月２９日（木） １４：００～１７：００ 

会 場：パナソニックＯＢＰビル 

内 容：「海外（特にアセアン地域）におけるビジネス・知財保護の実態」 

④日 時：平成２８年１１月１５日（火） １４：００～１７：００ 

会 場：パナソニックＯＢＰビル 

内 容：「特許事務所との付き合い方」 

⑤日 時：平成２９年 １月１７日（火） １４：００～１７：００ 

会 場：パナソニックＯＢＰビル 

内 容：「フリーテーマ:知財に関する悩み事」 

 

【電気機械グループ・化学材料グループ合同】 

①日 時：平成２９年３月１６日（木） １４：００～１７：００ 

会 場：大阪大学中之島センター 

内 容：講演会「モノづくりを企業を活性化する４つの秘訣」 

 

（２）会員向け無料セミナー 

会員サービスの一環として、会員のみ無料で参加できるセミナーとして、他団体との

協力・連携のもとに開催した。 

 

①日 時：平成２８年６月１０日（金） １４：３０～１７：００ 

会 場：大阪大学中之島センター ５階５０７講義室 

内 容：「職務発明制度改正セミナー～規程改正と社内手続の実務～」 

協 力：弁護士法人御堂筋法律事務所 

講 師：髙畑 豪太郎 氏 （弁護士法人御堂筋法律事務所 弁護士） 

参加人数：４０名 

 

 



②日 時：平成２８年９月１４日（水） １５：００～１７：００ 

会 場：大阪大学中之島センター ５階５０７講義室 

内 容：「タイムスタンプ及び知財業界の最新動向」 

協 力：アマノビジネスソリューションズ(株) 

講 師： 山口 学 氏（ｱﾏﾉﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)ＴＢＰ事業推進部） 

参加人数：３４名 

 

③日 時：平成２８年１２月１３日（火） １４：００～１７：００ 

会 場：大阪大学中之島センター ５階５０７講義室 

内 容：「中国における拒絶理由通知への対処法」 

協 力：北京集佳知識産権代理有限公司東京事務所 

講 師：経 志強 氏 （北京集佳知識産権代理有限公司東京事務所  中国弁理士） 

参加人数：３３名 

 

④日 時：平成２９年３月３日（金） １４：００～１５：００ 

会 場：大阪大学中之島センター ５階５０７講義室 

内 容：「ＡＳＥＡＮ特許実務入門」 

協 力：グローバル・アイピー東京特許業務法人 

講 師：高橋 明雄 氏 （グローバル・アイピー東京特許業務法人  代表弁理士） 

参加人数：３２名 

 

（３）会員向け勉強会「商標塾～講義とディスカッションで楽しむ90分～」 

ざっくばらんとした会話・情報交換を通して商標問題の理解を目指す初中級者を対象

に、毎回テーマを設け、可能な限り実例を取り上げて商標問題の解説を試みるとともに、

講師及び参加者によるディスカッションを通して情報交換を行ない、疑問点の解消に努

めることを目的として、特許業務法人深見特許事務所の協力のもと、商標に関する勉強

会を年６回会員限定無料にて開催した。 

 

■第１回「商標権って、取っておくべきなの？ 

～意外と身近な商標問題～」 

日 時：平成２８年４月２０日（水） １８：３０～２０：００ 

会 場：特許業務法人深見特許事務所 会議室 

発表者：大野 義也 氏（特許業務法人深見特許事務所：弁理士） 

参加人数：２２名 

■第２回「商標権の取得にあたっての留意点 

～日々の実務において気を付けていること～」 

日 時：平成２８年６月２２日（水） １８：３０～２０：００ 

会 場：特許業務法人深見特許事務所 会議室 

発表者：吉野 雄 氏（特許業務法人深見特許事務所：弁理士） 

参加人数：２２名 

 



■第３回「商標の識別力・類否の判断 

～この商標、登録できますか！？使用できますか！？～」 

日 時：平成２８年９月７日（水） １８：３０～２０：００ 

会 場：特許業務法人深見特許事務所 会議室 

発表者：小野 正明 氏（特許業務法人深見特許事務所：弁理士） 

参加人数：２４名 

■第４回「商標に関する侵害事件の解決法 

～事件解決のコツと注意点～」 

日 時：平成２８年１１月１６日（水） １８：３０～２０：００ 

会 場：特許業務法人深見特許事務所 会議室 

発表者：松本 浩一 氏（特許業務法人深見特許事務所：商標意匠法律部） 

参加人数：１９名 

■第５回「あなたならどうする？外国商標の保護と管理 

～外国商標実務上の留意点～」 

日 時：平成２９年１月２５日（水） １８：３０～２０：００ 

会 場：特許業務法人深見特許事務所 会議室 

発表者：中島 由賀 氏（特許業務法人深見特許事務所：弁理士） 

参加人数：２４名 

■第６回「こんなことで困ったら 

～特許事務所に集まる商標の諸問題の解決のノウハウ～」 

日 時：平成２９年３月８日（水） １８：３０～２０：００ 

会 場：特許業務法人深見特許事務所 会議室 

発表者：冨井 美希 氏（特許業務法人深見特許事務所：弁理士） 

参加人数：２４名 

 

（４）会員向け見学会＆講演会 

日 時  平成２８年１１月１０日（木） １３:３０～１６:４５ 

見学場所 サントリーホールディングス㈱山崎蒸溜所（大阪府三島郡島本町） 

講 演  「サントリーの知財活動の紹介」 

講 師  竹本 一志 氏（サントリーホールディングス㈱  知的財産部長） 

参加人数 ３５名 

 

（５）機関誌の発行 

   知的財産権制度に関する資料およびこれらに類する情報、または技術に関する参考資

料、各種講習会、説明会案内、特許・技術に係わる資料、各種表彰事業など知的財産

権関連事業を豊富に掲載した機関誌「企業と発明Lite」を、会員ならびに関係機関に

毎月配布した。 

 

（６）刊行物の頒布 

   会員サービスの一環として、月刊誌「発明」、月報「はつめい」等、（一社）発明推

進協会発行刊行物等の配布を行った。 



 

（７）ホームページおよびメール配信サービス 

   会員サービスの一環として、ホームページのトップページに注目されるイベントのバ

ナーの適宜更新や原則月1回のメルマガ発行等、会員に迅速な知的財産権に関する情報

の提供をより充実した形で実施した。 

 

 

８．産業財産権情報サービス事業 

 産業財産権公報類の複写サービス、Ｖ３システムによる情報サービス等の各種サービ

スを行った。 

 

 （１）公報複写等のサービス 

     各種公報類の複写および複写物・電子媒体の定期継続提供サービス等に努めた。 

 

（２）Ｖ３システムによる情報提供サービス 

   特許庁Ｖ３システムによるオンライン閲覧等による出願書類、原簿等の提供サービス

を実施し、中小企業等の地域格差の解消に努めた。 

 

（３）外国資料の取寄せ 

   産業財産権のグローバル化に対して、ユーザーのニーズに沿い、従来から実施してい

る海外産業財産権関連資料の取寄サービスを行った。 

 

（４）産業財産権関係図書の販売 

   産業財産権情報の一つとして、制度普及を図るために、（一社）発明推進協会発行図

書の販売に努めた。 

 

（５）特許印紙の普及等 

   産業財産権制度普及の一環として、特許印紙の販売に努めた。 

 

 

９．大阪発明協会創立１１０周年記念事業 

 

 （１）創立１１０周年記念事業実行委員会  

   ２７年度に引き続き１１０周年記念事業を遂行するための委員会・分科会を開催した。 

 

  ⅰ）実行委員会 

   ①第３回 

日 時 平成２８年９月１２日（月） １３：３０～１５：３０ 

    場 所 大阪大学中之島センター９階会議室 

 

 



  ⅱ）行事分科会 

   ①第４回 

日 時 平成２８年７月５日（火） １０：００～１２：００ 

    場 所 住友クラブ 洋室３号 

  ⅲ）企画・行事合同分科会 

   ①第４回 

日 時 平成２８年５月１１日（水） １４：００～１６：００ 

    場 所 住友クラブ 洋室７号 

   ②第５回 

日 時 平成２８年７月１３日（水） １４：００～１６：３０ 

    場 所 住友クラブ 洋室７号 

 

 （２）創立１１０周年記念式典  

   平成２８年度大阪優秀発明表彰式と併せて、創立１１０周年記念式典を挙行した。 

 

日 時 平成２９年２月７日（火） １３：００～１８：００ 

    場 所 ホテルグランヴィア大阪 

 

  ①記念式典・功労者表彰式 （名庭の間 １３：００～１４：００） 

   【次第】 

    開式の辞   一般社団法人大阪発明協会 副会長  小村 隆志 

    式辞・挨拶  一般社団法人大阪発明協会 会長   上野山  雄 

    表彰状贈呈  大阪府          知事   松井 一郎 氏 

           一般社団法人大阪発明協会 会長   上野山  雄 

功労者表彰  Ⅰ.青少年の創造性育成に永年功績のあった方 

Ⅱ.表彰審査員として永年功績のあった方 

Ⅲ.セミナー講師等として永年功績のあった方及び団体 

Ⅳ.知財支援窓口専門家として永年功績のあった方 

Ⅴ.大阪発明協会員交流会リーダーとして功績のあった方 

Ⅵ.大阪発明協会運営に永年ご協力いただいた役員とワーキング 

    平成２８年度大阪優秀発明表彰 

     選考報告  地方独立行政法人大阪市立工業研究所 理事長  中許 昌美 氏 

     賞状授与  大阪優秀発明大賞・大阪チャレンジ発明賞 

    来賓祝辞   特許庁          特許技監  小柳 正之 氏 

大阪府 商工労働部    次長    三枝   泉 氏 

公益社団法人発明協会   副会長   中嶋  誠 氏 

    閉式の辞   一般社団法人大阪発明協会 副会長   清田  穣 

 

 

 

 



  ②記念講演会 （名庭の間 １４：３０～１６：００） 

    テーマ   「「下町ロケット」に学ぶ中小企業の知財・経営戦略 

～ニッチトップ企業になるための知財活用術～」 

    講演者   弁護士法人内田・鮫島法律事務所 弁護士・弁理士  鮫島 正洋 氏 

 

  ③祝賀会   （鳳凰の間 １６：３０～１８：００） 

    開会挨拶   一般社団法人大阪発明協会 会長        上野山  雄 

    来賓挨拶   近畿経済産業局      地域経済部長    吉野  潤 氏 

           独立行政法人工業所有権情報・研修館 理事長 三木 俊克 氏 

    乾  杯   日本弁理士会近畿支部   支部長       小森 久夫 氏 

    閉会挨拶   一般社団法人大阪発明協会 副会長       小村 隆志 

 

  ④大阪発明協会創立１１０周年記念表彰者（敬称略） 

   大阪府知事表彰   一般社団法人大阪発明協会 

   功労者表彰 

    Ⅰ.青少年の創造性育成に永年功績のあった方 

◆少年少女発明クラブ（16名） 

      明石 安弘   大阪市森之宮少年少女発明クラブ  副会長 

岩永 周生  大阪市森之宮少年少女発明クラブ  指導員 

上野  皎  東大阪市少年少女発明クラブ  会長 

大西 正勝  東大阪市少年少女発明クラブ  指導員 

大野 一廣  大阪市日本橋少年少女発明クラブ  指導員 

北井 和子  大阪市森之宮少年少女発明クラブ  指導員 

木村 光徳  東大阪市少年少女発明クラブ  指導員 

齋藤  隆  大阪市森之宮少年少女発明クラブ  会長 

佐藤 良也  大阪市森之宮少年少女発明クラブ  指導員 

冨田 芳一  交野市少年少女発明クラブ  会長・指導員 

那須 章弘  大阪市日本橋少年少女発明クラブ  指導員 

藤本 勢二  東大阪市少年少女発明クラブ  指導員 

八木 隆夫  交野市少年少女発明クラブ  指導員 

山下 敏夫  交野市少年少女発明クラブ  指導員 

山田  修  東大阪市少年少女発明クラブ  指導員 

吉谷 達嗣  大阪市日本橋少年少女発明クラブ  指導員 

◆知的財産教育支援事業講師（3名） 

      齋藤 賢之輔  バンドー神戸青少年科学館  サイエンスアドバイザー 

本管 正嗣  大阪教育大学附属高等学校池田校舎  主幹教諭 

山田 哲也  湊川短期大学  教授 

 

 

 

 



Ⅱ.表彰審査員として永年功績のあった方 

◆大阪優秀発明大賞（3名） 

久保 司郎  摂南大学  教授・大阪大学  名誉教授 

佐々木 孝友  大阪大学  名誉教授 

辻本 良信  大阪大学  名誉教授 

◆大阪府生徒児童発明くふう展（1名） 

吉本 弘子  一般社団法人全国発明婦人協会  会長 

 

Ⅲ.セミナー講師等として永年功績のあった方及び団体 

◆知的財産セミナー研修講師（4名） 

阿部 隆徳  阿部国際総合法律事務所  所長・弁護士・弁理士 

小松 陽一郎  小松法律特許事務所  所長・弁護士・弁理士 

藤井  淳  藤井淳特許事務所  代表・弁理士 

藤川 義人  弁護士法人淀屋橋・山上合同  弁護士・弁理士 

◆知的財産セミナー研修講師派遣団体（4団体） 

大阪工業大学 知的財産専門職大学院・知的財産学部 

ＳＵＮ・ＧＲＯＵＰホールディングス株式会社 

新樹グローバル・アイピー特許業務法人 

レクシア特許法律事務所 

 

Ⅳ.知財支援窓口専門家として永年功績のあった方（10名） 

大森 亜子  スティレット知財事務所  弁理士 

岡本  守  パナホーム株式会社  顧問 

齊藤  整  齊藤特許商標事務所  所長・弁理士 

阪口 真一  阪口特許事務所  所長・弁理士 

杉浦 康昭  元 日立マクセル株式会社・元 弁理士 

西口 卓也  元 株式会社村田製作所・元 弁理士 

福本 将彦  福本国際特許事務所  所長・弁理士 

藤飯 章弘  ひいらぎ特許事務所  所長・弁理士 

眞下 晋一  特許業務法人ｱﾛｰﾚ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ  代表社員・弁理士 

松本 尚子  エルア商標意匠事務所 パートナー弁理士 

 

Ⅴ.大阪発明協会員交流会リーダーとして功績のあった方（7名） 

井内 龍二  井内国際特許事務所  所長・弁理士 

河野 広明  河野広明特許事務所  所長・弁理士 

谷  和紘  アセンド特許業務法人  弁理士 

椿   豊  椿特許事務所  所長・弁理士 

中塚 雅也  パトリオ特許事務所  弁理士 

三嶋 眞弘  特許業務法人朝日奈特許事務所  所長・弁理士 

盛田 昌宏  盛田特許事務所  所長・弁理 

 



Ⅵ.大阪発明協会運営に永年ご協力いただいた役員とワーキング 

◆役員（9名） 

上野 昌也  上野製薬株式会社  代表取締役社長 

大塚 晴造  帝金株式会社  代表取締役社長 

梶川 裕次郎  ジェクス株式会社  代表取締役社長 

清田  穣  清田軌道工業株式会社  代表取締役社長 

小村 隆志  株式会社コムラ製作所  代表取締役社長 

福田 克正  株式会社福田鉄工所  代表取締役社長 

松本 幸道  株式会社不二鉄工所  代表取締役会長 

山本 為信  山本光学株式会社  名誉会長相談役 

吉田 弘孝  音羽電機工業株式会社  相談役 

◆団体（2団体） 

活性化ワーキンググループ 

企画ワーキンググループ 

 

 （３）科学と発明わくわく教室 in おおさか 

   子どもたちが科学技術に興味や親しみを持ち、創意工夫への意識を育てる機会の提供

の場として開催することにより、科学実験や発明に関する講演やワークショップ等を通

して、科学や発明の楽しさを経験させるとともに、子どもたちに対して科学技術への理

解を深め、創造性を育成することを目的として、大阪府生徒児童発明くふう展と併催し

て開催した。 

 

   主 催  一般社団法人大阪発明協会 創立110周年記念事業実行委員会 

   後 援  近畿経済産業局・大阪府・大阪市・大阪商工会議所・大阪府教育委員会・ 

大阪市教育委員会・日本弁理士会近畿支部・ATCエイジレスセンター・ 

一般社団法人全国発明婦人協会・毎日新聞社・公益社団法人発明協会 

   会 期  平成２８年１１月３日（木）、５日（土）、６日（日）の３日間 

   会 場  ＡＴＣエイジレスセンター 吹き抜けスペース、Ｈゾーン、Ｋゾーン 

   内 容  

①１１月３日（木）  

      「サイエンスショー：飛べ！ブーメラン」（大阪市立科学館）  

        １回目：２９名   ２回目：３４名  ３回目：３１名  

      「青いバラのひみつ」（サントリーホールディングス㈱） 

        １回目：１９名   ２回目：２１名  

      「アイデア発想ワークショップ」（㈲アイ・シー・アイデザイン研究所）  

        １回目：２１名   ２回目：２２名  

②１１月５日（土） 

      「ゴム動力プロペラカーを発明しよう！」（大阪市日本橋少年少女発明ｸﾗﾌﾞ） 

        １回目：２４名   ２回目：３０名  

      「あかりのエコ教室」（パナソニック㈱） 

        １回目：７名  ２回目：１３名  



      「雷実験教室  静電気を体験してみよう」（音羽電機工業㈱） 

  ２３名  

③１１月６日（日） 

      「ゴム動力プロペラカーを発明しよう！」（大阪市日本橋少年少女発明ｸﾗﾌﾞ） 

        １回目：２７名  ２回目：３８名  

「液晶の偏光板教室  NittoくんGo」（日東電工㈱） 

        １回目：７名  ２回目：１０名  

      「エネルギーと科学の不思議！？」（大阪ガス㈱） 

        １回目：１３名   ２回目：３４名  

④１１月３日（木）、５日（土）、６日（日） 

 常設展示：「つなぐ技術：電線と光ファイバ」（住友電気工業㈱）  

      常設展示：「てくてくテクノ新聞」（音羽電機工業㈱）  

    

   参加人数合計   ４０３名 

 

 （４）「企業と発明」創立１１０周年記念特別号 

   ◆内容 

    巻頭挨拶  一般社団法人大阪発明協会  会長  上野山 雄 

    祝辞    特許庁           長官  小宮 義則 氏 

          大阪府           知事  松井 一郎 氏 

          近畿経済産業局       局長  池森 啓雄 氏 

          日本弁理士会近畿支部    支部長 小森 久夫 氏 

          公益社団法人発明協会    会長  野間口 有 氏 

    特別座談会  

メンバー 一般社団法人大阪発明協会  会長  上野山 雄 

          株式会社エンジニア 代表取締役社長 高崎 充弘 氏 

          小松法律特許事務所 弁護士・弁理士 小松 陽一郎 氏 

          近畿経済産業局 地域経済部 特許室長 牧  隆志 氏 

    功労者表彰者一覧  

    「科学と発明わくわく教室 in おおさか」開催報告  

    大阪発明協会１０年史（平成１９年度～平成２８年度） 

    大阪発明協会１０年史：資料編 

 

 （５）創立１１０周年記念シンポジウム 

企業が海外へ事業を展開し国際競争力を維持・拡大していくために必要な、知財を有

効に活用するためのグローバルな知財マネジメントの現状と課題に対して、国内外の知

財マネジメントに精通している専門家の視点から、大阪における身近な事例を紹介しな

がらパネルディスカッションにより提言を行うことを目的として、シンポジウムを開催

した。 

 

 



   主 催  一般社団法人大阪発明協会 創立110周年記念事業実行委員会 

   協 力  IP Management Experts Network（知財マネジメント専門家ネットワーク） 

   日 時  平成２９年２月２３日（木） １４：００～１７：００ 

   会 場  大阪大学中之島センター １０階佐治敬三メモリアルホール 

   テーマ  アジアを含む事業の海外展開とグローバル知財戦略 

        ～海外で稼ぐために知財をどのよう活用すべきか～ 

   内 容 

    開会挨拶  一般社団法人大阪発明協会  会長  上野山 雄 

    基調講演① 「日本の産業と知財変遷」 

           岡本IPマネジメント代表  岡本 清秀 氏 

    基調講演② 「事業で稼ぐ知財戦略とは」 

           上柳IPマネジメント代表弁理士  上柳 雅誉 氏 

    基調講演③ 「中国、ASEANにおける知的財産の活用とリスク」 

           黒瀬IPマネジメント代表弁理士  黒瀬 雅志 氏 

    基調講演④ 「標準化を利用した知的財産の活用とリスク」 

           藤野IPマネジメント代表  藤野 仁三 氏 

    パネルディスカッション 

     モデレータ  岡本 清秀 氏 

     パネラー   上柳 雅誉 氏 

            黒瀬 雅志 氏 

            藤野 仁三 氏 

 

 

１０．業務遂行状況 

《平成２８年４月》 

・ 平成２８年度近畿地方表彰応募候補者を（公社）発明協会に推薦。 

・ 東大阪市少年少女発明クラブ開始式出席。（東大阪市立産業技術支援センター） 

・ 大阪府発明実施功労者等表彰式に出席。（大阪府公館） 

・ 会員向け勉強会「商標塾～講義とディスカッションで楽しむ９０分～」第１回開催。（特

許業務法人深見特許事務所） 

・ 知的財産セミナー「実務に役立つ効果的な特許・意匠検索調査入門」開催。 

（大阪大学中之島センター） 

《平成２８年５月》 

・ 創立１１０周年記念事業実行委員会行事・企画合同分科会を開催。（住友クラブ） 

・ 知的財産セミナー「知的財産権基礎講座」開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 第４期会員交流会（電気機械G：第１０回）開催。（住友クラブ） 

・ 第４期会員交流会（化学材料G：第１１回）開催。（住友クラブ） 

・ 「IPrism５月IPセッション」を大阪大学知的財産センター等と共催。（大阪大学中之島

センター） 

・ 第１８回理事会を開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 東大阪市少年少女発明クラブ運営会議出席。（東大阪市役所） 



《平成２８年６月》 

・ 知的財産セミナー「広告・プロモーションと商標権侵害」開催。 

（大阪大学中之島センター） 

・ 大阪府内少年少女発明クラブ合同会議開催。（日本橋筋商店街振興組合会議室） 

・ 会員向け無料セミナー「職務発明制度改正セミナー～規程改正と社内手続の実務～」開

催。（大阪大学中之島センター） 

・ 第７回総会・第１９回理事会を開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 知的財産セミナー「化学系明細書作成ワークショップ」開催。（大阪大学中之島センタ

ー） 

・ 会員向け勉強会「商標塾～講義とディスカッションで楽しむ９０分～」第２回開催。（特

許業務法人深見特許事務所） 

・ 知財総合支援窓口：知的財産を取得するための実践セミナー第１クール第１回「中小企

業の事業戦略における知的財産活用講座」開催。（大阪大学中之島センター） 

《平成２８年７月》 

・ 第４６回大阪府生徒児童発明くふう展の作品を府下小･中･高等学校および関係諸官庁、

関係団体に募集周知。 

・ 創立１１０周年記念事業実行委員会行事分科会を開催。（住友クラブ） 

・ 知的財産権制度説明会（初心者向け）開催。＜実施協力＞（大阪会館） 

・ 知的財産セミナー「化学系中間手続対応ワークショップ」開催。（大阪大学中之島セン

ター） 

・ 創立１１０周年記念事業実行委員会行事・企画合同分科会を開催。（住友クラブ） 

・ 第４期会員交流会（電気機械G：第１２回）開催。（住友クラブ） 

・ 第４期会員交流会（化学材料G：第１３回）開催。（住友クラブ） 

・ 知財総合支援窓口：知的財産を取得するための実践セミナー第１クール第２回「先行技

術調査の大切さを学ぶためのJ-PlatPat活用講座」開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 活性化ワーキンググループ会議を開催。（住友クラブ） 

・ 知的財産セミナー「実務初級～中級のためのケースに学ぶ契約入門」開催。（大阪大学

中之島センター） 

・ 平成２９年度全国発明表彰の募集を周知。 

《平成２８年８月》 

・ 知的財産セミナー「知的財産権侵害紛争における戦略的な攻防の実務」開催。（大阪大

学中之島センター） 

・ 知的財産権制度説明会（初心者向け）開催。＜実施協力＞（堺商工会議所） 

・ 知財総合支援窓口事業第１回連携会議開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 全国少年少女チャレンジ創造コンテスト大阪大会開催。（星の里いわふね 体育室） 

・ 関西大学より知財インターンシップ生２名を受入。 

・ 近畿地方発明表彰選考委員会・ブロック会議（神戸市産業振興センター） 

・ 知財総合支援窓口：知的財産を取得するための実践セミナー第１クール第３回「初歩か

ら学ぶインターネット出願手続講座」開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 知的財産セミナー「特許調査実務講座（パワーアップ実践編）」開催。（大阪大学中之

島センター） 



・ 東大阪市少年少女発明クラブ創立２０周年記念式典に出席。（東大阪市立産業技術支援

センター） 

《平成２８年９月》 

・ 知的財産権制度説明会（初心者向け）開催。＜実施協力＞（大阪会館） 

・ 活性化ワーキンググループ会議を開催。（パナソニックＯＢＰビル） 

・ 第４期会員交流会（電気機械G：第１４回）開催。（パナソニックＯＢＰビル） 

・ 第４期会員交流会（化学材料G：第１５回）開催。（パナソニックＯＢＰビル） 

・ 知的財産セミナー「特許審査の基本と出願人ＯＡ力の向上―拒絶理由通知への補正書・

意見書作成力の養成―」開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 会員向け勉強会「商標塾～講義とディスカッションで楽しむ９０分～」第３回開催。（特

許業務法人深見特許事務所） 

・ 全国発明振興会議に出席。（ANAクラウンプラザホテル金沢） 

・ 創立１１０周年記念事業実行委員会を開催。（住友クラブ） 

・ 会員向け無料セミナー「タイムスタンプ及び知財業界の最新動向」開催。（大阪大学中

之島センター） 

・ 知的財産セミナー「秘密保持契約書（NDA）の基礎知識、交渉のポイント、最近の傾向と

NDAの戦略的活用」開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 知的財産権制度説明会（初心者向け）開催。＜実施協力＞（クリエイターズプラザ） 

・ 知財総合支援窓口：知的財産を取得するための実践セミナー第２クール第１回「中小企

業の事業戦略における知的財産活用講座」開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 平成２９年度全国発明表彰に応募案件を推薦。 

・ 平成２８年度大阪優秀発明表彰の募集を周知。 

《平成２８年１０月》 

・ 科学と発明わくわく教室 in おおさかの参加者募集を周知。 

・ 第４６回大阪府生徒児童発明くふう展審査委員会開催。（ATCエイジレスセンター） 

・ 第２０回理事会を開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 知財総合支援窓口：知的財産を取得するための実践セミナー第２クール第２回「先行技

術調査の大切さを学ぶためのJ-PlatPat活用講座」開催。（大阪大学中之島センター） 

《平成２８年１１月》 

・ 知的財産権制度説明会（実務者向け①～④）開催。＜実施協力＞（メルパルクOSAKA） 

・ 科学と発明わくわく教室 in おおさか開催。（ATCエイジレスセンター） 

・ 第４６回大阪府生徒児童発明くふう展開催。（ATCエイジレスセンター） 

・ 第４６回大阪府生徒児童発明くふう展表彰式開催。（ATCエイジレスセンター） 

・ 知財総合支援窓口：知的財産を取得するための実践セミナー第２クール第３回「初歩か

ら学ぶインターネット出願手続講座」開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 会員向け企業見学会＆講演会開催。（サントリー山崎蒸溜所：大阪府三島郡島本町） 

・ 第４期会員交流会（化学材料G：第１６回）開催。（パナソニックＯＢＰビル） 

・ 第４期会員交流会（電気機械G：第１７回）開催。（パナソニックＯＢＰビル） 

・ 会員向け勉強会「商標塾～講義とディスカッションで楽しむ９０分～」第４回開催。（特

許業務法人深見特許事務所） 

・ 知的財産セミナー「契約書作成実践セミナー＜ライセンス契約編＞」開催。（大阪大学



中之島センター） 

・ 巡回特許庁 in KANSAI「知的財産シンポジウム」について実施協力を行った。（グラン

フロント大阪コングレコンベンションセンター） 

・ 知財総合支援窓口：知的資産経営セミナー第１回「企業価値の見える化」開催。（大阪

大学中之島センター） 

・ 少年少女発明クラブ全国会議に出席。（発明会館：東京都） 

・ 全国少年少女チャレンジ創造コンテスト（東京工業大学：東京都）に、大阪府より２チ

ームが出場。 

・ 平成２８年度近畿地方発明表彰式（神戸ポートピアホテル：兵庫県神戸市）を挙行。 

・ 全日本学生児童発明くふう展に応募案件を推薦。 

・ 未来の科学の夢絵画展の募集を周知。 

《平成２８年１２月》 

・ 知的財産セミナー「米国出願クレームエディットのススメ」開催。（大阪大学中之島セ

ンター） 

・ 知的財産権制度説明会（実務者向け⑤～⑥）開催。＜実施協力＞（メルパルクOSAKA） 

・ 巡回特許庁 in KANSAI「知的財産権制度説明会（初心者向け）、テレビ面接審査デモン

ストレーションおよび模擬口頭審理動画放映」について実施協力を行った。（TKPガーデ

ンシティ大阪梅田） 

・ 知財総合支援窓口：知的財産を取得するための実践セミナー第３クール第１回「中小企

業の事業戦略における知的財産活用講座」開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 会員向け無料セミナー「中国における拒絶理由通知への対処法」開催。（大阪大学中之

島センター） 

・ 巡回特許庁 in KANSAI「職務発明制度セミナー」について実施協力を行った。（TKPガー

デンシティ大阪梅田） 

・ 知財総合支援窓口事業第２回連携会議開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 韓国特許庁・韓国発明振興協会が来訪。（大阪大学中之島センター） 

・ 平成２８年度大阪優秀発明表彰選考委員会開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 未来の科学の夢絵画展に応募案件を推薦。 

《平成２９年１月》 

・ 知的財産セミナー「研究開発＆特許出願活動に役立つ特許情報調査と検索テクニック入

門」開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 第４期会員交流会（電気機械G：第１８回）開催。（パナソニックＯＢＰビル） 

・ 第４期会員交流会（化学材料G：第１９回）開催。（パナソニックＯＢＰビル） 

・ 知財総合支援窓口：知的財産を取得するための実践セミナー第３クール第２回「先行技

術調査の大切さを学ぶためのJ-PlatPat活用講座」開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 会員向け勉強会「商標塾～講義とディスカッションで楽しむ９０分～」第５回開催。（特

許業務法人深見特許事務所） 

《平成２９年２月》 

・ 創立１１０周年記念式典・平成２８年度大阪優秀発明表彰式を開催。（ホテルグランヴ

ィア大阪） 

・ 知的財産セミナー「実務者向け侵害予防調査・無効化調査のノウハウ」開催。（大阪大



学中之島センター） 

・ 知的財産セミナー「事業戦略・特許出願戦略のためのパテントマップ活用方法」開催。

（大阪大学中之島センター） 

・ 知財総合支援窓口：知的資産経営セミナー第２回「経営力向上計画を創ろう」開催。（大

阪大学中之島センター） 

・ 知財総合支援窓口：知的財産を取得するための実践セミナー第３クール第３回「初歩か

ら学ぶインターネット出願手続講座」開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 創立１１０周年記念シンポジウム「アジアを含む海外の事業展開とグローバル知財戦略」

開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 少年少女発明クラブ全国会議に出席。（発明会館：東京都） 

・ 平成２９年度近畿地方発明表彰の募集を周知。 

《平成２９年３月》 

・ 会員向け無料セミナー「ASEAN特許実務入門」開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 韓国発明振興協会が来訪。（大阪大学中之島センター） 

・ 会員向け勉強会「商標塾～講義とディスカッションで楽しむ９０分～」第６回開催。（特

許業務法人深見特許事務所） 

・ 第２１回理事会を開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 知的財産セミナー「海外企業からの不平等契約を是正するための契約書作成・交渉ポイ

ント」開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 第４期会員交流会（第２０回：最終）開催。（大阪大学中之島センター） 

・ 知的財産セミナー「最新の裁判例からみた「商標の類似」と商標権侵害の判断基準」開

催。（大阪大学中之島センター） 

 



収支計算書 

一般社団法人 大阪発明協会 

 

平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで        (単位：円) 

 

科 目 予算額 決算額 差異 備考 

Ⅰ 事業活動収支の部 

１． 事業活動収入 

① 会費収入 

② 事業収入 

      発明奨励事業収入 

      発明振興事業収入 

特許制度普及事業収入 

      情報サービス事業収入 

③ 補助金等収入 

INPIT請負事業収入 

特許庁受託・発明推進協会連携収入 

④ その他の事業収入 

⑤ 寄付金・協賛金収入 

⑥ 雑収入 

      受取利息 

      雑収入 

     事業活動収入合計 

２． 事業活動支出 

① 事業費支出 

 110周年記念事業支出 

 発明奨励事業支出 

 発明振興事業支出 

 特許制度普及事業支出 

 情報サービス事業支出 

 その他事業支出 

② 補助金等支出 

 INPIT請負窓口運営業務支出 

 特許庁請負事業支出 

③ 管理費支出 

 人件費 

 事務費 

事業活動支出合計 

事業活動収支差額 

Ⅱ 投資活動収支の部 

１． 投資活動収入 

① 寄付金取崩収入 

２． 投資活動支出 

 投資活動収支差額 

  当期収支差額 

 前期繰越収支差額 

 次期繰越収支差額 

 

 

27,400,000 

 

1,000,000 

900,000 

6,000,000 

7,500,000 

 

62,000,000 

1,000,000 

0 

8,000,000 

 

0 

0 

113,800,000 

 

 

8,000,000 

1,800,000 

3,600,000 

4,600,000 

6,000,000 

400,000 

 

56,500,000 

100,000 

 

21,000,000 

10,000,000 

112,000,000 

1,800,000 

 

380,000 

380,000 

0 

380,000 

2,180,000 

54,657,269 

56,837,269 

 

 

26,331,000 

 

1,050,000 

616,268 

4,433,119 

8,861,166 

 

64,805,854 

1,081,065 

21,552 

11,800,000 

 

95 

7,995 

119,008,114 

 

 

8,689,587 

1,932,916 

2,530,143 

3,364,907 

7,126,897 

0 

 

59,098,615 

110,531 

 

20,301,169 

10,265,345 

113,420,110 

5,588,004 

 

380,000 

380,000 

0 

380,000 

5,968,004 

54,657,269 

60,625,273 

 

 

▲1,069,000 

 

50,000 

▲283,732 

▲1,566,881 

1,361,166 

 

2,805,854 

81,065 

21,552 

3,800,000 

 

95 

7,995 

5,208,114 

 

 

689,587 

132,916 

▲1,069,857 

▲1,235,093 

1,126,897 

▲400,000 

 

2,598,615 

10,531 

 

▲698,831 

265,345 

1,420,110 

3,788,004 

 

0 

0 

0 

0 

3,788,004 

0 

3,788,004 

 

 



平成29年3月31日現在　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)

科　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　資産の部

１． 流動資産

　現金 4,464,511 5,012,670 ▲ 548,159

　郵便切手類 4,258,888 4,209,150 49,738

　普通預金 47,942,377 42,258,286 5,684,091

　郵便振替 932,746 63,974 868,772

　未収入金 35,975,448 34,925,893 1,049,555

　前払費用 716,818 662,228 54,590

　仮払金 50,000 50,000 0

流動資産合計 94,340,788 87,182,201 7,158,587

２． 固定資産

(1)  特定資産

発明奨励等助成金

その他特定資産 1,400,000 1,780,000 ▲ 380,000

　　　特定資産合計 1,400,000 1,780,000 ▲ 380,000

(2)  その他固定資産

その他固定資産 62,511 168,900 ▲ 106,389

その他固定資産合計 62,511 168,900 ▲ 106,389

固定資産合計 1,462,511 1,948,900 ▲ 486,389

資産合計 95,803,299 89,131,101 6,672,198

Ⅱ　負債の部

１．流動負債

　未払金 6,827,710 6,336,775 490,935

　前受金 1,271,160 5,256,330 ▲ 3,985,170

　預り金 625,156 939,262 ▲ 314,106

　仮受金 0 ▲ 7,435 7,435

　短期借入金 25,000,000 20,000,000 5,000,000

流動負債合計 33,724,026 32,524,932 1,199,094

負債合計 33,724,026 32,524,932 1,199,094

Ⅲ　正味財産の部

１．指定正味財産

　　　　発明奨励等助成金

　　　　寄付金 1,400,000 1,780,000 ▲ 380,000

　　　指定正味財産合計 1,400,000 1,780,000 ▲ 380,000

　　　（うち基本財産への充当額）

　　　（うち特定資産への充当額）

２．一般正味財産 60,679,273 54,826,169 5,853,104

　　　（うち基本財産への充当額）

　　　（うち特定資産への充当額）

　　　正味財産合計 62,079,273 56,606,169 5,473,104

　　　負債及び正味財産合計 95,803,299 89,131,101 6,672,198

貸借対照表

一般社団法人　大阪発明協会



平成28年4月1日から平成29年3月31日まで　　　　　　　　(単位：円)

科　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

(1)　経常収益

①    受取会費 26,331,000 27,520,000 ▲ 1,189,000

②    事業収益 14,960,553 15,705,919 ▲ 745,366

発明奨励事業収益 1,050,000 1,822,695 ▲ 772,695

発明振興事業収益 616,268 701,305 ▲ 85,037

特許制度普及事業収益 4,433,119 4,449,135 ▲ 16,016

情報サービス事業収益 8,861,166 8,732,784 128,382

③    受取補助金等 65,886,919 65,035,711 851,208

INPIT請負事業 64,805,854 63,943,241 862,613

その他事業（特許庁） 1,081,065 1,092,470 ▲ 11,405

④    その他の事業収益 21,647 941 20,706

⑤    寄付金・協賛金収益 12,180,000 380,000 11,800,000

110周年記念事業協賛金 11,800,000 0 11,800,000

受取寄付金振替額 380,000 380,000 0

⑥    雑収益 7,995 1,328,500 ▲ 1,320,505

　　　　　事業活動収益合計 119,388,114 109,971,071 9,417,043

(2)　経常費用

①    事業費 23,754,981 17,713,868 6,041,113

110周年記念事業支出 8,689,587 0 8,689,587

発明奨励事業支出 1,932,916 4,697,283 ▲ 2,764,367

発明振興事業支出 2,530,143 3,167,299 ▲ 637,156

特許制度普及事業支出 3,364,907 3,074,376 290,531

情報サービス事業支出 7,126,897 6,478,562 648,335

その他事業支出 110,531 296,348 ▲ 185,817

②    補助金等 59,098,615 59,722,367 ▲ 623,752

　INPIT請負窓口運営業務支出 59,098,615 59,722,367 ▲ 623,752

③　人件費 20,301,169 19,001,417 1,299,752

④　事務費 10,380,245 10,641,394 ▲ 261,149

経常費用計 113,535,010 107,079,046 6,455,964

当期経常増減額 5,853,104 2,892,025 2,961,079

２．経常外増減の部

(1)　経常外収益

経常外収益計 0 0 0

(2)　経常外費用

経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 5,853,104 2,892,025 2,961,079

一般正味財産期首残高 54,826,169 51,934,144 2,892,025

一般正味財産期末残高 60,679,273 54,826,169 5,853,104

Ⅱ　指定正味財産増減の部

①　受取発明奨励等助成金 0 0 0

②　受取寄付金 0 0 0

　受取資金寄付金 0 0 0

③　一般正味財産への振替額 ▲ 380,000 ▲ 380,000 0

一般正味財産への振替額 ▲ 380,000 ▲ 380,000 0

当期指定正味財産増減額 ▲ 380,000 ▲ 380,000 0

指定正味財産期首残高 1,780,000 2,160,000 ▲ 380,000

指定正味財産期末残高 1,400,000 1,780,000 ▲ 380,000

Ⅲ　正味財産期末残高 62,079,273 56,606,169 5,473,104

正味財産増減計算書

一般社団法人　大阪発明協会



 

 

 

 

以上のとおり相違ありません。 

 

平成２９年５月２日 

 

一般社団法人 大阪発明協会   

 

会 長   上野山  雄  印 

  

以上を監査いたしました結果その正確かつ適法なることを認めます。  

 

平成２９年５月１５日 

 

 

監 事  西 口 良 二  印 

 

監 事  福 田 克 正  印 


