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本メールマガジンは山梨大学 新技術情報クラブ会員の皆様へ 

最新情報をお知らせする目的で配信しております。 

メール配信を希望されない方は、「配信停止」とお書きの上、ご返信ください。 

◎今年度１号のメールマガジンをお送りします。 

━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

● メールマガジン 目次 

━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

01： 公募情報   （ 4 件） 

02： イベント案内 （ 1 件）    

03： プレス情報   （ 1 件） 

04： 山梨大学 研究推進・社会連携機構 HP リリースのお知らせ        

05： 新技術情報クラブ 会員登録年度更新のお願い       

━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
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（１）公募のご案内（公募期間：3/30～4/22） 

  平成 28 年度「地域中核企業創出・支援事業」実施する委託先を募集                    

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/juten/28fy_chukakukigyo_soushutsu

.html 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

 関東経済産業局は以下要領で。平成 28 年度「地域中核企業創出・支援事

業」を実施する委託先を募集します。詳細はリンク先で確認ください。 

 

●事業目的 

 本事業は、地域を牽引している／できる「地域中核企業(※)」を創出、そ

の成長を支援することで、地域経済を活性化、地域産業の裾野拡大を目的と

します。  

 ※地域中核企業とは、下記のような機能を有する企業とします。  

  ・所在する地域又は近隣地域からの仕入（域内仕入）が多い 

  ・地域の雇用や経済に貢献している 

  ・その他 

  ・当該企業の成長が地域にとって良い波及効果をもたらす、など  

 

●事業内容 

 委託対象事業は、下記の【ネットワーク型】又は【ハンズオン型】の各事

業とします。  

 

【ネットワーク型】  

 支援人材を活用して、外部リソース（大学、協力企業、金融機関 等）と  

のマッチングによるネットワーク構築を支援するなど、地域中核企業候補が

新分野・ 新事業等に挑戦する取り組みを支援し、その成長を促すための事

業。 （おもな対象経費：支援人材の活動費、専門家の謝金、マッチングに係

る会議 等の経費、展示会出展費、市場調査費 等）  

 

【ハンズオン型】  

 支援人材のノウハウ等を活用して、新事業展開に向けた事業化戦略の立案/

販路開拓等を支援するなど、地域中核企業の更なる成長のための事業。  



 （おもな対象経費：支援人材の活動費、専門家の謝金、マッチングに係る

会議 等の経費、展示会出展費、市場調査費 等）  

 

●公募期間 

 平成２８年３月３０日（水）～平成２８年４月２２日（金）１７時（必着）  

 

●応募書類の提出先及び問い合わせ先 

 関東経済産業局 地域経済部 地域経済課   

 〒330-9715  さいたま市中央区新都心１－１  

        さいたま新都心合同庁舎１号館１０階  

        電話:048-600-0253  FAX:048-601-1311   

   ※ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付ません。 

    資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、 

    募集要領等を熟読の上、注意して記入、提出してください。 

   ※締切を過ぎての提出は受け付けられません。  

   ※持参の場合、特に締切日は混雑が予想されます。 

    締切時刻（平成 28 年 4 月 22 日（金）17時）に余裕をもって 

    お越しください。  

    なお、締切日のみ「さいたま新都心合同庁舎１号館９階９－１ 

    Ａ会議室」にて申請書等の受付を行います（10:00～17:00）ので、 

    何卒ご注意ください。  

   ※郵送等の場合、配達の都合で締切時刻までに届かない場合も 

    ありますので、期限に余裕をもって送付ください。 

 

●本ページに関するお問い合わせ先 

 地域経済部 地域経済課  TEL 048-600-0253 

 

 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

（２）JST 公募【大学発新産業創出プログラム（START）】 

     平成 28 年度新規募集のお知らせ「プロジェクト支援型」 

   ※リンク先：http://www.jst.go.jp/start/index.html 

────────────────────────────── 

START では、事業化ノウハウを持った人材「事業プロモーター」のプロジ

ェクトマネジメントのもと、起業前段階から事業戦略・知財戦略を構築しつ

つ、市場や出口を見据えた大学等の研究開発と事業育成を支援しています。 

 

 ★プロジェクト支援型 

  ・対象：大学等の技術シーズの発明者等 

  ・募集締切：第 1 サイクル 2016 年 5 月 9 日（月）正午 

        第 2 サイクル 2016 年 6 月 20 日（月）正午 

  ・支援期間：3 年以下 

  ・研究開発費（直接経費）：（実績平均） 3,000 万円程度 

  ・採択予定数：10～20 プロジェクト 

 ●ほか募集内容詳細はこちら >> http://www.jst.go.jp/start/index.html 

 

＜お問い合わせ＞ 

 JST 産学連携展開部 START 事業グループ 

  E-mail：start-boshu@jst.go.jp 

 

 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

（３）【助成金】海外での展示会出展経費の一部を助成します。 

   ～ H28 年度 海外展示会支援事業 ～ 

   ※リンク先：https://www.yiso.or.jp/topics/287.html 

──────────────────────────────────



【目的】 

 公益財団法人やまなし産業支援機構では、県内中小企業の皆様が、海外で

開催される展示会・見本市への出展し、自社の製品・技術等の販路開拓・拡

大を図る際に、その経費の一部を助成する「海外展開出展支援事業助成金」

事業を行っています。 

 

【助成内容】 

  助成対象者:県内に本社または事業所を有する中小企業 

 助成上限額:６０万円(助成率 １／２)   

 

【募集小間数】 

 １０小間程度 

 

【募集期間】 

 平成２８年４月７日 ～ 平成２９年２月２８日 

 ※募集件数または予算限度額に達した場合は終了。 

 

【申込方法】 

 要領をよくお読みの上、助成金交付申請書に所定の内容を記入し、持参ま

たは郵送により、提出してください。 

 

※詳しい内容･申請書様式については､ホームページをご確認ください 

 

 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

（４）【助成金】国内展示会への出展をサポート！ 

         ～総合展示会出展事業の募集～ 

   ※リンク先：https://www.yiso.or.jp/topics/251.html 

────────────────────────────────── 

【目的】 

公益財団法人やまなし産業支援機構では「総合展示会出展事業」を募集して

います。「総合展示会出展事業」は、県内の機械電子関係の中小企業製造業者

に対して、国内で開催される工業製品関連の展示会及び見本市等への出展に

要する経費の一部を助成する事業で、自社製品・技術等を広く周知すること

により、販路の拡大を図ることを目的として実施するものです。 

 

【助成内容】 

  助成対象者:県内に本社または事業所を有する中小企業 

 助成上限額:３５万円(助成率 １／２)   

 

【募集小間数】 １５小間程度 

 

【公募期間】 

 公募開始：平成２８年 ４月 ７日（木） 

  一次締切：平成２８年 ５月 ９日（月） 

 ※ 予定件数に達した場合は、募集期間内であっても受付を終了する場合

があります。 

 

【申込方法】 

 要領をよくお読みの上、助成金交付申請書に所定の内容を記入し、持参ま

たは郵送により提出してください。 

 

【申請書様式・内容詳細】 

 リンク先ホームページをご確認くださいますようにお願いします。 
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  02：セミナー開催のお知らせ～ 

     4/26 「女性が地域・組織で力を発揮するために」 

     URL：http://www.conohana.yamanashi.ac.jp/news/1809 

                                                              ■□ 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

 山梨働く女性のネットワーク(日本政策金融公庫甲府支店)主催事業 

「女性が地域・組織で力を発揮するために」が下記要領で開催されます。 

 

【日時】平成 28 年４月２６日(火)18：30～20：00 

【場所】山梨県立図書館２階多目的ホール 

    駐車料は、１F カウンターにお持ちいただくと１時間まで無料です。 

    その後は３０分ごとに１５０円が加算されます。 

 

【講師】NHK 甲府放送局 飯野奈津子 局長 

 

【お問い合わせ先】山梨働く女性のネットワーク事務局  

         日本政策金融公庫 甲府支店 担当:村松、市川 

          TEL 055-224-5361 

 

【申し込み方法】 参加無料(要事前申込) 

 以下の項目を FAX かメールで送信ください。 

 ・FAX 055-222-2062  ／  E-mail：knkofu@jfc.go.jp  

 ①氏名 ②会社名、所属 ③ご連絡先（日中ご連絡可能な）④参加人数 
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■03： プレス情報                             

  3/29 尿に含まれていた細胞からクローンマウスの作出に成功    □ 

    －絶滅危惧種保護の可能性を示す。－                   □■ 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

本学大学院総合研究部生命工学専攻の水谷英二助教、若山照彦教授、発生工

学研究センターの若山清香特任助教らの研究グループは、尿に含まれていた

細胞から直接クローンマウスを作出することに初めて成功し、イギリスの科

学雑誌 Nature 姉妹誌の「Scientific Reports」（４月１日付け）にオンライン

掲載されます。 

 

 ※Scientific Reports 掲載 URL 

    http://www.nature.com/articles/srep23808 

 

 ※大学 HP 掲載 URL 

 http://www.yamanashi.ac.jp/wp-content/uploads/2016/04/20160329.pdf 
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□■ 04：山梨大学 研究推進・社会連携機構 HPリリースのお知らせ □■ 

      URL: http://www.scrs.yamanashi.ac.jp/ 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

 山梨大学 HP のリニューアルに合わせて、研究推進・社会連携機構 HP を

リリースしました。（URL: http://www.scrs.yamanashi.ac.jp/） 

 

【山梨大学 HP からは】 

 「トップページ」バー（紫）右端「社会貢献・産学連携」 

   ―「産官学連携」研究推進・社会連携機構 ―「産学官連携」 

 

 【内容】 

http://www.conohana.yamanashi.ac.jp/news/1809
http://www.nature.com/articles/srep23808
http://www.scrs.yamanashi.ac.jp/


 ・技術シーズ集 

 ・研究者総覧 

 ・共同・受託研究等 共同研究制度 

 ・技術相談  

 ・新技術情報クラブ 

 （クラブ案内、メールマガジン、クラブニュース、アカデミックサロン） 

 

新技術情報クラブサイトでは、アカデミックサロン案内、過去のメールマガ

ジン、クラブニュースなどを掲載しております。お気に入りに追加してご利

用いただけますようによろしくお願いします。 

 

 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

 ■□■ 05：新技術情報クラブ 会員登録年度更新のお願い ■□■ 

  

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

平成 28年度 山梨大学新技術情報クラブ会員継続についてご連絡いたします。 

新技術情報クラブ会員の登録につきまして一年ごとの年度更新とさせていた

だいております。会員登録期間は 4 月 1 日から 3 月末までの 1 年です。 

 平成 28 年度も引き続き新技術情報クラブにご加入いただけますよう 3/29

に会員登録更新についてのご案内をメールにて送付しております。 

 記載内容をご確認いただき、訂正などあれば修正の上、 4 月 25 日（月）

までにメールもしくは FAX にてご返信下さいますようお願い申し上げます。 

また、ご不明な点はお問い合せいただけますようによろしくお願い申し上げ

ます。 

 

引続き本学の情報を会員の皆様にご提供できるよう、努めていく所存でござ

います。今後ともご指導、ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

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。 


