
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ 

■  山┃梨┃大┃学┃ ┃新┃技┃術┃情┃報┃ク┃ラ┃ブ┃  

   ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛   □ 

  ～ コーディネータコラム ～     2018/12/27     □■ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━【第 30 - 14 号】━━  □■□ 

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。 
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コーディネータコラム 

 

社会連携・知財管理センター 

地域連携コーディネータ 内藤 久俊 
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今年最後のメールマガジンとなります。 

ところで、来年は甲府開府 500年の年ですね。甲府は 1519年武田信虎

が躑躅が崎の地に館を移し、城下町の建設に着手したことに始まり、甲

斐の府中を略して甲府と呼ばれるようになったとのことです。山梨大学

は、まさに城下の中心にあり武田二十四将の飯富虎昌、秋山信友などの

館跡地に位置しています。 

その武田氏の中心地が、今や知の拠点とし、また歴史文化的地域として

現在に至っています。 

実は、12月 12日、山梨大学と私の出身行である山梨中央銀行が共同

開発した金融アプリケーション「Quiz BUNDAS（クイズぶんだす）」が公

開されました。これは、梨大と中銀が締結している包括的業務連携協定

に基づき進められたプロジェクトの一環による成果と言えます。 

 平成 28年、日本銀行の金融広報中央委員会によるアンケート調査にお

いて、山梨県民の金融知識が、残念ながら全国で最も低いことが示され

ました。これを受けて梨大と中銀が協力し、県民の金融リテラシー向上

を目指し、金融教育支援を目的としたアプリを開発しました。 

 このアプリは、山梨県を舞台に、各地のゆるキャラと一緒に、金融等

に関する 4択クイズに挑戦する形式となっています。なお、開発にあた



り、梨大からは工学部コンピュータ理工学科の郷健太郎教授及び渡辺喜

道准教授の両研究室や教育学部学生（デザイン協力）が参画し、中銀か

らはシステム統括部が参画しました。併せて還田統括コーディネータと

私も参画させて頂きました。 

そこでメールマガジンをご愛読の皆様にお願いがあります。iPhone

（iPad）をお持ちの方は、App Storeからダウンロード（無料）できま

すので、是非一度、クイズにチャレンジしてみて下さい。楽しみながら

金融知識と地域情報と甲州弁も深めることが出来ると思います。是非宜

しくお願い致します。 
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〇甲府市との共同開発による「赤」のスパークリングワインが完成・

販売予約受付開始 

 本学が甲府市と開発した「赤」のスパークリングワインがこのたび

完成し、平成 31 年 1 月 1 日から販売されることとなりました。 

 「甲府 Sparkling （スパークリング）マスカットベリーA アリカン

ト 2018」と命名された「赤」のワインは、株式会社甲府ワインポー

トが商品化し、限定 3,500 本製造され、1 本 720ml 入で税込 2,500

円です。ぜひ、一度お試し下さい。 

「赤」「白」それぞれのワインは、以下の HP より、平成 30 年 12

月 10 日から先行予約を開始しています。販売情報は随時下記ペー

ジで更新します。 

・「赤」甲府ワインポート

http://www.kofuwineport.jp/cgi-bin/cart/cart.cgi 

・「白」株式会社サドヤ 

http://sadoya-wine.com/fs/sadoya/sparkling_wine/KSK18 

https://itunes.apple.com/jp/app/quiz-bundas/id1434816898?mt=8
http://www.kofuwineport.jp/cgi-bin/cart/cart.cgi
http://sadoya-wine.com/fs/sadoya/sparkling_wine/KSK18


  

両ワインは平成 30 年 12 月 31 日（月）～平成 31 年 1 月 1 日（火）

に甲府駅で開催される開府 500 年記念イベント「こうふ冬の陣～赤

備え～前夜祭・カウントダウン」で、1 月 1 日午前 0 時と同時にお

披露目（乾杯）されます。ぜひ、足をお運びください。 

イベント HP  http://kofu-akazonae.com/countdown/ 
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〇県産ワインと地酒を楽しむ会（県産酒による乾杯推進事業） 

 甲府商工会議所では、県産酒による乾杯を促進するため、県内最大の

飲食店集積地である甲府市中心街を舞台に、県産酒メーカーの醸造責

任者などを招聘し、お酒に関する様々な話を伺いながら、県産素材を

使ったお料理を楽しむ食事会を開催します。 

  日時  平成 31 年 1 月 26 日（土） 18：00 

  場所  CAFE & WINE TROLL 

 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

http://www.kofucci.or.jp/news/20181213/ 
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〇消費税増税・軽減税率対策セミナー 

 平成 31 年 10 月 1 日から消費税が 10％に引き上げられ、軽減税率

制度が導入されます。軽減税率とは、酒類・外食を除く飲食料品、定

期購読に基づき週 2 回以上発行される新聞等は、税額をそのまま据え

置くという制度のことです。これにより 10％と 8％が混在するわが国

初の複数税率制度がスタートすることになります。 

軽減税率制度は、食品を扱う事業者だけでなく、全ての業種に影響し

ます。 

本セミナーでは、実務に直結する消費税増税への対応方法を分かりす

く解説します。増税を控えた今、バックオフィスの事務を軽減し、総

合的な経営力の強化に注力することが何より求められています。是非、

本セミナーを受講し、新しい制度へのスムーズな移行にお役立てくだ

さい。 

http://kofu-akazonae.com/countdown/
http://www.kofucci.or.jp/news/20181213/


  日時  平成 31 年 1 月 24 日（木）14：00～ 

   場所  甲府商工会議所会議室 

   講師  甲府税務署 担当官 

 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

  http://www.kofucci.or.jp/seminar/20190124/ 
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〇ＮＥＤＯ公募 

 ・「化学産業において近い将来実現が期待される省エネルギー技術等に

関する調査」に係る公募について 

 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

   https://www.nedo.go.jp/koubo/DA2_100248.html 

 

〇中小企業生産性向上促進事業補助金（IoT 導入トライアル事業、IoT

導入モデル事業）第 3 次募集 

① IoT 導入トライアル事業   

簡易な IoT の導入により課題の「見える化」を図り、自社の経

営課題の抽出、解決に資する取り組みであって、山梨県内で実

施される事業が対象。 

〈募集期間〉 

平成 30 年 12 月 20 日（木）～平成 31 年 2 月 22 日（金） 

② IoT 導入モデル事業 

IoT の導入により生産性の向上を図り、人手不足対策の成功事

例として他の中小企業への波及効果が期待できる取り組みであ

って、山梨県内で実施される事業が対象。 

〈募集期間〉 

平成 30 年 12 月 20 日（木）～平成 31 年 1 月 25 日（金） 

 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

   

http://www.pref.yamanashi.jp/shinjigyo/iot/seisanseikojohojokin.html 
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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。 

http://www.kofucci.or.jp/seminar/20190124/
https://www.nedo.go.jp/koubo/DA2_100248.html
http://www.pref.yamanashi.jp/shinjigyo/iot/seisanseikojohojokin.html


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。 
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