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いつもお世話になっております。産学連携コーデイネータの最上です。
お盆が過ぎ、日差しも穏やかになりました。しかし、まだリオ五輪の熱い余韻が残って
いる感じがします。リオ五輪では前半は水泳、柔道、体操、後半はレスリング、バドミン
トンなど期待種目でのメダルラッシュがあり、獲得数では史上最多の４２個となりました。
外国選手の活躍も含め多くの感動がありましたが、今強く印象に残っているのは、陸
上男子４００メートルリレーです。メダルの期待種目ではありませんでしたが、ジャマイ
カについで２位、アメリカに先行してのゴールでした。１００メートル９秒台の選手が一
人もいないのに２位になれたのは、ウサインボルトも称賛した４人の完璧なバトンリレー
と云われています。こういうところが日本らしくていいですね。第３走者（桐生選手）か
らアンカー（ケンブリッジ飛鳥選手）に繋いだラスト１００メートルの堂々とした走りに
は感激しました。
今週９/２（金）に、平成２８年度やまなし産学官連携研究交流事業が開催されますが、
新技術情報クラブの皆様には８月初にご案内（封書）を差上げております。今回は、
［第１部］基調講演、［第２部］研究公開の場所が山梨県立図書館となり、去年とは
異なります。
研究公開では、アカデミックサロンで講師をして戴いた先生方も研究展示しますし、
県の研究機関の研究者とも直接話が出来る機会ですので、是非ご来場下さい。
（当日の受付も可能です。
）
また、新技術情報クラブ主催イベントとして、９/９（金）の今年度第一回交流会、１０/
７（金）の第１３回アカデミックサロンのご案内メールを差上げております。この時期、
皆様もお忙しいとは存じておりますが、こちらにも是非、ご参加をお願いします。
来週９月７日は二十四節気の白露（はくろ）です。秋が深まり、草花に朝露がつきは
じめる頃という意味です。空は高くなり、秋雲がたなびくようになり、本格的な秋の到来

です。台風が心配になる時季でもありますので、毎日の天気予報に注目ですね。
産学連携コーディネータ

最上修平
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ここからはお知らせです。
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■01：公募情報
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[１］平成 28 年産業振興事業費補助金
（ダイナミックやまなしイノベーション研究開発補助金）第二次募集のご案内
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
山梨県では、県内のものづくり産業の活性化を図るため、産業振興事業費補助
金の第二次募集を行います。
今後成長が期待される産業分野への進出を促進し、経営革新や業種転換を進め
る中小企業の研究開発を支援することにより、
本県産業の高度化と競争力の高い産業集積の形成を図ることを目的としていま
す。
また、本年度からは、新たに国立研究開発法人産業技術総合研究所との共同に
よる研究開発に対して、特別枠を設け、産学官
連携による研究開発を促進していきます。
○今後成長が期待される産業分野の定義
・クリーンエネルギー

・超精密・超微細高機能部品、複合素材・環境素材
・生産機器及び生産システム
・医療機器、介護機器、生活支援ロボット
○補助対象事業名
・産総研連携研究開発事業
補助限度額 100 万円以上 2000 万円以内
補助率 2/3 以内（産総研への研究開発委託費は 10/10）
・成長分野中核技術研究開発事業
補助限度額 100 万円以上 2000 万円以内
補助率 2/3 以内
・ものづくり基盤技術研究開発事業
補助限度額 100 万円以上 500 万円以内
補助率 1/2 以内
○募集期間
第二次募集：
平成 28 年 8 月 29 日（月曜日）～平成 28 年 9 月 30 日（金曜日）
☆ 詳 し く は 下 記

URL

の リ ン ク 先 を ご 覧 く だ さ い 。

http://www.pref.yamanashi.jp/shinjigyo/kenkyukaihatsu/sangyoshinko.html
【お問合せ先】
山梨県産業労働部
新事業・経営革新支援課
新分野進出担当
TEL：055-223-1565
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［１］9/2 やまなし産学官連携研究交流事業
（於 県立図書館）
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

平成２８年度「やまなし産学官連携研究交流事業」を 9/2 に県立図書館において
開催します。皆様のご来場お待ちしております。
１

目的
山梨県との共同により、県内の中小企業が大学や公設試験研究機関と連携して

研究開発を実施することを推進するため、産学官の研究成果を紹介し、産学官連
携への関心を深めていただくことを目的とする。
２

事業の内容

（１）開催日時

平成２８年９月２日（金）

・開会式、基調講演、展示 １３：００～１７：００
・交流会

１７：３０～１９：００

（２）開催場所
・開会式、基調講演、展示

山梨県立図書館

（甲府市北口 2 丁目 8-1）

ベルクラシック甲府 （甲府市丸の内 1 丁目 1-17）

・交流会

（３）参加者 県内企業、山梨大学研究者、県公設試 研究者 ／等
（４）開催内容
①基調講演
・講 師：

橋本 久義教授 （政策研究大学院大学名誉教授・客員教授）

②ポスター・成果品展示

６８件程度を予定

・山梨大学、県公設試、県内企業の研究成果 68 テーマをポスター、
成果品等で展示発表する。
③相談コーナー
・山梨大学、やまなし産業支援機構、知財総合相談窓口、山梨県中小企業
団体中央会、甲府商工会議所、富士吉田会議所、山梨県商工会連合会等
が来場者の相談に応じる。
④交流会
・発表会終了後、発表者・参加者の情報交換会を開催する。
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［２］山梨大学新技術情報クラブ イベント
2016 年度第一回交流会（9/9） ご案内
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
既にご案内メ-ルを差上げておりますが、2016 年度第一回交流会を 9 月 9 日（金）
に開催致します。是非是非、ご参加をお願い致します。

山梨大学新技術情報クラブ 2016 年度第一回交流会
（１）日時：平成 28 年 9 月 9 日（金）15：00-17：15
（２）場所：山梨大学（甲府キャンパス）本部棟５F 第 1 会議室ほか
（３）内容：
・山梨大学よりご挨拶

還田統括ＣＤ ほか

・講演
「デジタルファブリケーションとしての伝統織物」
-山梨県郡内織物の復興
-伝統的ジャカード織物と対話的画像処理・画像合成
-ディジタルファブリケーションを見据えた現状と課題
工学域電気電子情報工学系 豊浦正広 助教
・施設紹介
燃料電池ナノ材料研究センターの見学
（４）懇親会
18：00 より、甲府駅ビル CELEO 5F スクエアで懇親会を行います。
参加費は３000 円/人です。
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［３］第２回 水素・燃料電池関連分野進出促進セミナーのご案内
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山梨県では、全 3 回の日程で燃料電池関連分野進出促進セミナーを開催しています。
燃料電池を活用した完成品や部品の製造を行っているメーカー担当者を招き、燃料
電池ビジネスに参入する上で、自社の技術をどのように生かせるか、現在どのような
技術が求められているか、必要な情報を提供します。
ぜひ、ご参加ください。
○日 時：平成 28 年 9 月 13 日（火）14:00～16:00
○会 場：山梨県工業技術センター 高度棟 2 階共同研究エリア 2,3

○費 用：無料
○対 象：水素・燃料電池関連ビジネスへの参入に関心のある県内企業
○内 容（予定）：
・講演１ ＜14:05-14:50＞
「富士電機における燃料電池の開発状況と技術ニーズについて」
講師：富士電機株式会社

技術開発本部 先端技術研究所

応用技術研究センター 熱応用システム研究部

部長 清田 透 氏

・講演２ ＜15:00-15:45＞
「低炭素化社会の実現に向けた SOFC ハイブリッドシステムについて」
講師：三菱日立パワーシステムズ株式会社 燃料電池事業室
戦略企画グループ

グループ長 岸沢 浩 氏

・燃料電講師との名刺交換会 ＜15:45-16:00＞
○申込方法：下記リンク先の申込書に必要事項をご記入のうえ、9 月 9 日（金）までに FAX
ま
たはメールにてお申し込みください。
☆詳細・申込書に関しましては、以下のリンクをご参照下さい。
http://www.pref.yamanashi.jp/shinjigyo/fcseminar.html
【お申込・お問い合わせ先】
山梨県 産業労働部
新事業・経営革新支援課
新分野進出担当
TEL：055-223-1565 FAX：055-223-1569
Email：shinjigyo@pref.yamanashi.lg.jp
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１）このメールの内容は、提供された会員様限りでご使用下さい。
２）メールの内容については国立大学法人山梨大学が著作権を有します。

