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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。 
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◆国際流域環境研究センターの研究課題「小さな水サービスの導入を 
軸とした互助ネットワークの形成による、社会的効用創出モデルの開 
発と展開」が JST 戦略的創造研究推進事業に採択 
 
国際流域環境研究センターを中心とする研究チームの提案が、国立研 
究開発法人科学技術振興機構(JST)の 2021 年度「略的創造研究推
進 
事業(社会技術研究開発)-SDGs の達成に向けた共創的研究プログラ 
ム(SOLVE for SDGs)-」の新規研究課題として採択されました。 
SOLVE for SDGs は、SDGs の達成に向けて、複合的で幅広いテ 
ーマの地域課題に対して既存技術シーズを活用した即効性のある解決 
策の創出と他地域展開を目指すプログラムです。 
水は日々の生活に欠くことのできない生命線です。超少子高齢化社会 
を迎える日本において、都市部で集中的に管理されている上水道や下 
水道と、郊外に分散する伝統的な水源（湧水、渓流水、井戸水、雨 
水）や排水を浄化・再生する仕組みが共存することで、地域住民の利 
便性と充実感が両立する社会への道筋を提案するのが、本課題の目標 
です。 
 

 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://www.yamanashi.ac.jp/33910 

 

□■￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣  
■02    イベント              （  2 件）   
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
◆やまなし産学官連携研究交流事業 Web サイト 10/29 オープン 
 
いよいよ明日令和 3 年度やまなし産学官連携研究交流事業の Web サ 
イトが公開開始になります。 
本事業は山梨県との共同により、県内の中小企業が大学や県公設試験 
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、産学連携への関心を深めていただくことを目的 
としています。 
今年度は、Web で研究成果をご紹介し、さらにご希望の研究者との対 
面での面談の場をご用意たします。参加には登録が必要です(無料)。 
ぜひみなさまのご参加をお待ちしております。 
 



 日 時：令和 3 年 10 月 29(金) 10:00～ 
 サイト URL：http://yamanashi-veh.jp/ 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://www.scrs.yamanashi.ac.jp/cooperation/3122/ 
 
◆「山梨大学個別技術相談会(オンライン)」開催のご案内 
 
本相談会は、山梨中央銀行と共催で、大学コーディネータと企業様と 
の個別面談形式となります。企業の皆様に大学研究者の技術・ノウハ 
ウ・知見のご紹介とともに、企業様のご相談内容について、提案・助 
言を行いますので、 今抱えている技術的な課題や問題についてご相談 
したいという方は、この機会にお気軽にご相談ください。 
今回はオンラインでの技術相談会になります。開催期間も 20 日間に 
わたりますので、直接面談日には都合がつかない、遠方のため来学は 
困難である、対面は控えたいなどで、ご相談を悩んでいた企業の皆様 
はぜひこの機会をご利用ください。皆様のご参加をお待ちしておりま 
す。 
 
 会 期：令和 3 年 11 月 11 日(木)～11 月 30 日(火) 
      10:00～17:00（面談時間 50 分/件） 
 会 場：オンライン会議システム 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://www.scrs.yamanashi.ac.jp/event/3117/ 
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◆【山梨県】BCP(事業継続計画)オンラインセミナー 
 
近年、大規模な自然災害が相次いでおり、防災や減災に係る事前対策 
が重要となっています。 
国では中小企業強靱化法を改正し、税制優遇や補助金の加点などの支 
援が受けられる「事業継続力強化計画」の認定制度を立ち上げまし 
た。 
今回開催するセミナーでは、BCP 策定についてご説明するととも 
に、国の認定が受けられる計画づくりを行います。すでに BCP を策 
定している企業様、これから BCP を策定したい企業様のご参加を心 
よりお待ちしております。 
 
 日 時：令和 3 年 11 月 5 日(金) 14:00～16:30 
 会 場：オンライン形式 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://kofucci.or.jp/seminar/20211105/ 
 
◆【甲府商工会議所】データ解析セミナーⅡ 
 
山梨県品質管理研究会では、社内での統計的品質管理のレベルアップ 
を狙いとしたセミナーを企画しました 。 
本セミナーではパソコン エクセル を利用した演習問題を取り入れ、 
「分布」、「分散分析 」、「平均値や分散の推定と検定 」等について分 
りやすく解説します 。 
是非受講いただき、自社における品質管理活動にお役立てください。 
本セミナーは、会場とオンラインのハイブリッド形式での実施とな 
ります。ご都合に合わせて会場をお選びください。 
 
 日 時：令和 3 年 11 月 6 日(土) 9:00～17:30 
 会 場：（現地）甲府商工会議所 5F ホール 
     （オンライン）Zoom 
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 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://kofucci.or.jp/seminar/20211106/ 
 
◆【甲府商工会議所】日商簿記検定試験対策セミナー(3 級) 
 
本講座では、個人商店や企業の経理・財務担当者の方はもちろん、企 
業の経営状況を数字から理解するための基礎知識が身につく日商簿記 
3 級の合格を目指します。 
 
 日 時：令和 3 年 11 月 7 日(日) 9:30～12:00 
 会 場：学校法人 大原学園甲府校 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://kofucci.or.jp/seminar/20211107/ 
 
◆【甲府商工会議所】現役放送作家がプレスリリースを伝授する！ 

あなたのお店や会社をテレビで PR する方法 
 
一度に数百～数千万の人々にアピールできる TV は、活用できたら 
強力な営業ツールになります。ただ TV に取材してもらうには、そ 
のプレスリリースにちょっとしたコツが存在します。そこで本講座で 
は、あなたのお店や会社の「どこ」を「どういう切り口で」メディア 
に訴えるべきかをアドバイスいたします。 
また、ネットと連動させる戦略で、一時的な「瞬間風速」で終わらせ 
ず長く効果を持続させる手法も解説。 
現役放送作家だから話せる講座、是非ご参加ください。 
 
 日 時：令和 3 年 11 月 17 日(水) 14:00～16:00 
 会 場：甲府商工会議所 5F ホール 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://kofucci.or.jp/seminar/20211117/ 
 
◆【やまなしシニア世代就労推進協議会】シニア世代合同就職面接会 
 
 日 時：令和 3 年 11 月 4 日(木) 13:30～16:30 
 会 場：かいてらす(山梨県地場産業センター) 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://www.yamanashisenior.jp/1946 
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       ～会員企業様の課題をお伺いします～ 
 
技術課題や大学の知恵を借りたいなど、ございませんでしょうか。 
会員企業様の持っておられる技術課題をお伺いします。 
インターネットを活用したご相談もお受けいたしますので、ご希望の
会員様がございましたら、事務局までお気軽にご連絡ください。 
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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。 
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