各種補助金等 採択結果について（Ｈ２８年度）
補助金名等

対

象

平成29年度「新興・再興感染症に対す
る革新的医薬品等開発推進研究事 研究者
業」

2017/3/31現在

内

容

国内外で対策が必要な感染症について、患者及び病原体に関
わる疫学調査、病原体のゲノム及び性状・特性等の解析、病態
解明等、総合的な感染症対策の強化を目指した基盤的研究を
継続して推進します。得られた知見をもとに新たな診断法・治療
法・予防法の開発を目指します。これら感染症研究に携わる若
手研究者の育成を実践的な環境下で行い、感染症研究の人的
基盤の拡大を図ります。

岡山県内企業 岡山県内大学 うち産学官連
採択数
採択数
携事業数

-

1

事業者名

日本医療研究開発機

-構

★採択結果 詳細について
生産現場等のニーズに即した効率的・効果的な研究開発を推
進するため、今後の研究事業で取り組むべき研究課題等を示
平成28年度補正予算「革新的技術開
農林漁業者、企 した「今後の競争力強化に向けた技術戦略」に基づき、農林漁
発・緊急展開事業」のうち「経営体強
業、大学、研究
化プロジェクト」及び「人工知能未来農 機関のチーム 業者等のニーズを踏まえた現場実証型の技術開発を支援する
ものです。

農業・食品産業技術
総合研究機構生物系
特定産業技術研究支
援センター

-

1

-

111

-

- 中央会

447

-

- 全国商工会連合会

-

4

4 ンター

業創造プロジェクト」

★採択結果 詳細について
国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構
築するため、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品
平成28年度補正予算「革新的ものづく 中小企業、小規 開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の経費の
り・商業・サービス開発支援補助金」 模事業者
一部を補助する。

岡山県中小企業団体

★採択結果 詳細について

平成28年度第2次補正予算「小規模
事業者持続化補助金(小規模事業者 小規模事業者
販路開拓支援事業)」(一般型)

小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模
事業者が商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成
し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部を補
助します。

日本商工会議所

★採択結果 詳細について

平成29年度 新産業創出研究会

本研究会は、主として中国地域の大学・高等専門学校（以下
「大学等」という）において応用や実用化研究段階にある、もしく
はそれに移行しつつある研究シーズをもとに、産学が連携して
大学等の研究 プロジェクトを形成し、国等の研究開発の公的支援制度への応
代表者および共 募および事業化に向けての課題解決を図り、研究会以降の研
同提案者
究開発、実用化を効果的に進め、地域の新産業創出へ繋げる
ことを目的とする。

ちゅうごく産業創造セ

★採択結果 詳細について

1

各種補助金等 採択結果について（Ｈ２８年度）
補助金名等

対

象

2017/3/31現在

内

容

本事業では、中堅・中小・ベンチャー企業（以下「中小企業等」と
いう。）及び組合等が橋渡し研究機関から技術シーズの移転を
受けてビジネスにつなげることや、中小企業等及び組合等が保
有する技術を橋渡し研究機関の能力を活用して迅速かつ着実
平成28年度「中堅・中小企業への橋
企業（団体等を に実用化することを通じて、自社の技術力向上や生産方法等
渡し研究開発促進事業（平成28年度2 含む）
の革新等を実現することを促進します。加えて、上述のような取
次補正予算）」
組をNEDOが支援することにより、橋渡し研究機関が積極的に
その機能強化に取り組むことを促進します。

岡山県内企業 岡山県内大学 うち産学官連
採択数
採択数
携事業数

事業者名

新エネルギー・産業

1

-

1 技術総合開発機構

3

-

- 中央会

3

-

- 中央会

1

-

- 中小企業庁

★採択結果 詳細について
クラウドファンディング取扱事業者（ミュージックセキュリティーズ
(株)）と連携し、県内中小企業・小規模事業者による魅力的な取
中小企業、小規 り組みを県内外へ発信するとともに、インターネット上での資金
「岡山ふるさと投資応援事業」第2次分 模事業者
調達を支援する。

岡山県中小企業団体

★採択結果 詳細について
クラウドファンディング取扱事業者（ミュージックセキュリティーズ
(株)）と連携し、県内中小企業・小規模事業者による魅力的な取
中小企業、小規 り組みを県内外へ発信するとともに、インターネット上での資金
「岡山ふるさと投資応援事業」第1次分 模事業者
調達を支援する。

岡山県中小企業団体

★採択結果 詳細について
本事業は、商店街等を基盤として、地域経済の持続的発展を
図るため、地域住民等のニーズや当該商店街を取り巻く外部
環境の変化を踏まえ、地方公共団体と密接な連携を図り、商店
街組織が単独で、又は商店街組織がまちづくり会社等の民間
平成28年度予算「地域・まちなか商業
商店街組織、民 企業や特定非営利活動法人等と連携して行う6つの分野に係
活性化支援事業(地域商業自立促進 間事業者
る公共性の高い取組を支援する事業です。
事業)」第2次募集第2回案件
【支援対象分野】
1.少子・高齢化 2.地域交流 3.新陳代謝 4.構造改善 5.外国
人対応 6.地域資源活用
★採択結果 詳細について

2

各種補助金等 採択結果について（Ｈ２８年度）
補助金名等

対

象

2017/3/31現在

内

容

超精密生産技術（ミクロものづくり）分野の新技術・新製品の
「売れる」製品づくりに向けた開発促進事業化や、岡山県の特
（１）県内の中小
企業者及び起 徴ある地域産業資源を活用した中小企業の先進的な取組みに
必要な経費の一部を助成することで、県内中小企業の成長を
業予定者
平成28年度「きらめき岡山創成ファン （２）中小企業者 支援し、地域の強みを活かした製品開発や新事業の展開を促
進します。
の団体
ド支援事業」後期募集
○補助対象事業
（３）上記（１）
（２）を支援する ・新技術又は新製品の研究開発事業（ミクロものづくり分野）
県内支援機関 ・地域産業資源を活用した研究開発事業等

岡山県内企業 岡山県内大学 うち産学官連
採択数
採択数
携事業数

事業者名

公益財団法人岡山県

6

-

2 産業振興財団

3

-

- 中小企業庁

-

1

-構

1

-

- 中小企業庁

★採択結果 詳細について

平成27年度補正予算「ものづくり・商
業・サービス新展開支援補助金」(2次 中小企業者
公募)

国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を
創出するため、認定支援機関と連携して、革新的なサービス開
発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模
事業沙yの設備投資等を支援します。
★採択結果 詳細について

平成28年度｢再生医療実現拠点ネット
大学等に所属
ワークプログラム（幹細胞・再生医学 する者
イノベーション創出プログラム）｣

幹細胞・再生医学分野の発展および次世代の再生医療の革
新的な医療の実現に資する、独創的な発想に基づく目標達成
型の基礎的研究の支援を行います。また、研究の継続的な発
展には、人材の育成が必要であることから、特に若手研究者に
対する支援を行います。

日本医療研究開発機

★採択結果 詳細について

平成27年度補正予算「ふるさと名物応
援事業補助金(地域産業資源活用事
中小企業者等
業・小売業者等連携支援事業)」(3次
公募分)

小売業者等が地域の優れた資源(農林水産物又は鉱工業
品、鉱工業品の生産に係る技術、観光資源)を活用した商品・
役務に関する市場動向等の情報を地域の製造事業者等に
フィードバックし、消費者嗜好を捉えた商品づくりに繋げるため
の取組に対し、市場調査、研究開発に係る調査分析、展示会
等の開催に係る経費の一部を補助します。
★採択結果 詳細について
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各種補助金等 採択結果について（Ｈ２８年度）
補助金名等

平成28年度「産学連携医療イノベー
ション創出プログラム（ACT-M）『イノ
ベーションセットアップスキーム』」

対

象

2017/3/31現在

内

容

ACT-Mは、大学等と企業や病院等との連携を構築し、基礎研
究の「成果やシーズ」を着実に実用化プロセスに乗せることで、
現状の医療に革新をもたらすことを目指す事業であり、すでに
産と学が連携す 28年度事業を公募中です。今回公募する「イノベセットアップ」
る研究開発チー は、このACT-Mを補強・加速するものとして、大学等が有する
ム
挑戦的な技術シーズを磨き上げ、早期に企業等に受け渡すこ
とを目的とする研究開発を重点的に支援するものです。

岡山県内企業 岡山県内大学 うち産学官連
採択数
採択数
携事業数

事業者名

日本医療研究開発機

-

1

1構

1

-

- 経済産業省

10

-

- 中央会

-

1

-構

-

1

-構

★採択結果 詳細について

平成27年度補正予算 商店街・まちな
かインバウンド促進支援事業費補助
民間事業者
金（中心市街地活性化事業）（第3次
公募 採択案件）

中心市街地及び周辺地域も含めた経済活力の向上を実現す
るために、地元住民や自治体等による強いコミットを前提に、外
国人観光客の消費を取り込むための環境整備を支援
★採択結果 詳細について

三菱自動車工
業(株)の軽自動
「自動車関連中小企業新分野進出支 車の生産・販売 新分野進出に必要となる研究開発、販路開拓、初期投資等
停止により影響
援事業」に係る新分野進出支援補助 を受けている県 に要する経費の一部を補助
金
内中小企業者
等であって、要
件に該当する者 ★採択結果 詳細について

平成28年度「革新的先端研究開発支
研究者
援事業（PRIME）」

本事業は、革新的な医薬品や医療機器、医療技術等を創出
することを目的に、国が定めた研究開発目標の下、大学等の
研究者から提案を募り、組織の枠を超えた時限的な研究開発
体制を構築して研究を推進します。画期的シーズの創出・育成
に向けた先端的研究開発を推進するとともに、有望な成果につ
いて研究の加速・深化を行います。

岡山県中小企業団体

日本医療研究開発機

★採択結果 詳細について

平成28年度｢再生医療実用化研究事
研究機関
業｣

本事業では、我が国において最新の再生医療を世界に先駆
けて本格的に実用化することを目指し、再生医療等安全性確
保法に基づく臨床研究や、企業等の協力を得ながらプロトコー
ルを組む医師主導治験等の研究課題を支援しています。

日本医療研究開発機

★採択結果 詳細について
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各種補助金等 採択結果について（Ｈ２８年度）
補助金名等

戦略的創造研究推進事業

対

研究者

象

2017/3/31現在

内

容

本事業は、社会・経済の変革をもたらす科学技術イノベーショ
ンを生み出す、新たな科学知識に基づく革新的技術のシーズを
創出することを目的とした基礎研究を推進します。国（文部科学
省）が戦略目標を設定し、そのもとに推進すべき研究領域と研
究領域の責任者である研究総括（プログラムオフィサー）をＪＳＴ
が定めます。研究提案を研究領域ごとに募集し、研究総括が領
域アドバイザーらの協力を得ながら選考します。研究領域のも
とで「ＣＲＥＳＴ」では選定された研究代表者が研究チームを編
成し、「さきがけ」では研究者が個人で研究を推進します。

岡山県内企業 岡山県内大学 うち産学官連
採択数
採択数
携事業数

事業者名

-

2

- 科学技術振興機構

-

1

- 中小企業庁

2

-

- 中小企業庁

-

1

-構

★採択結果 詳細について
本調査研究は、NEDO「低炭素社会を実現するナノ炭素材料
実用化プロジェクト」内の次期戦略的重点テーマ探索という位
置づけで、「新規ナノ炭素材料開発技術に関する検討」を委託
事業として実施する。実施内容の大枠としては、ナノ炭素材料
の産業力強化に資する技術開発を行う。加えて、上述の目的を
「新規ナノ炭素材料開発技術に関する 企業（団体等を 達成するため、より工夫された計算機支援（物性予測シミュレー
含む）、大学等 ション、ハイブリッド材料への応用、数理モデルの活用等）を中
検討」
心に、合成プロセスの高速化、実環境下（in situ）計測といった
開発支援技術を取り入れた新規なナノ炭素材料開発手法の探
索を目指す。
★採択結果 詳細について

平成28年度予算「下請小規模事業者
等新分野需要開拓支援事業」(2次公
募分)

下請事業者又
取引先の多様化に向けた取組に係る試作・開発、展示会出
はその共同体 展等の費用を補助します。
(任意グループ、
事業協同組合) ★採択結果 詳細について

平成28年度「次世代がん医療創生研
研究者
究事業（2次公募）」

次世代がん医療創生研究事業は、次世代のがん医療の創生
に向け、がんの生物学的特性の解明に迫る研究と、がん患者
のデータに基づいた研究及びこれらの融合研究を推進すること
により、革新的な治療薬や診断・予防のためのバイオマーカー
等の開発・実用化を目的とした研究の加速化を目指します。

日本医療研究開発機

★採択結果 詳細について

5

各種補助金等 採択結果について（Ｈ２８年度）
補助金名等

対

象

2017/3/31現在

内

容

本事業では、ものづくり分野やサービス分野におけるロボット
未活用領域（これまでロボットが活用されてこなかった業種や工
程等）へのロボット導入の実証やFSを行い、その効果を明らか
本邦において、 にすることで、当該領域における更なるロボット導入を促し、我
平成28年度ロボット導入実証事業2次 事業活動を営ん が国におけるロボットの利活用を拡大させていくことを目指しま
でいる法人及び す。また、実証やFSを行うに当たり、ロボットシステムの構築を
締切分
支援するシステムインテグレータの積極的活用を促し、「世界一
個人事業主
のロボット利活用社会」の実現に向けた担い手として育成する
ことを目指します。

岡山県内企業 岡山県内大学 うち産学官連
採択数
採択数
携事業数

事業者名

一般社団法人日本ロ

5

-

- ボット工業会

6

-

- 産業振興財団

1

-

1 中小企業庁

20

-

- 岡山県

-

1

- 日本学術振興会

★採択結果 詳細について

自動車関連企業自立化促進支援助
成金

平成28年度戦略的基盤技術高度化
支援事業

平成28年度おかやまチャレンジサ
ポート補助金

三菱自動車工
業㈱に対する取
引依存度が原
則として20％以
上で、同社関連
の受注が減少し
ている県内の中
小企業者等
法の認定を受け
たものづくり中
小企業・小規模
事業者を含む、
事業管理機関、
研究実施機関、
総括研究代表
者、副総括研究
代表者、アドバ
イザーによって
構成される共同
体

事業活動における相当部分が長期にわたり三菱自動車工業
㈱との取引に依存している県内中小企業者の超精密生産技術
（ミクロものづくり）分野における新事業の創出及び岡山県の特
徴ある地域産業資源を活用した先進的な取り組みを支援する
ことにより、取引先の多様化を通じた経営基盤の安定を進め、
裾野の広い県内自動車産業の維持及び発展を図る。
★採択結果 詳細について

この事業は、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関す
る法律に基づくデザイン開発、精密加工、立体造形等の１２技
術分野の向上につながる研究開発、その試作等の取組を支援
することが目的です。
中小企業・小規模事業者が大学・公設試等の研究機関と連
携して行う、製品化につながる可能性の高い研究開発、試作品
開発等及び販路開拓への取組を一貫して支援します。

★採択結果 詳細について

地域経済の活性化や新たな雇用の創出を図るため、県内で
県内で創業や 創業や第二創業を目指す方を対象に、事業の立ち上げに必要
第二創業を目指 な経費の一部を補助します。
す方
★採択結果 詳細について

平成28年度科学研究費助成事業（科
研究者
学研究費補助金）（特別推進研究）

公益財団法人岡山県

「特別推進研究」は、国際的に高い評価を得ている研究で、特
に多額の研究費を必要とするものについて重点的に研究費を
交付し、格段に優れた研究成果を期待するものです。
★採択結果 詳細について
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各種補助金等 採択結果について（Ｈ２８年度）
補助金名等

対

象

2017/3/31現在

内

容

本事業は、民間事業者等による地域の魅力を発信するコンテ
ンツを制作・発信するとともに、連動したイベント等を開催する
事業について、総務省がその経費の一部を助成することによ
平成28年度「放送コンテンツ海外展開 放送事業者、制 り、海外からの観光客の増加、日本の地域産業の海外展開等
作事業者等の
助成事業」
民間事業者等 を促進し、もって地方創生を実現し、地域経済の活性化を図る
ことを目的とします。

岡山県内企業 岡山県内大学 うち産学官連
採択数
採択数
携事業数

事業者名

1

-

- 総務省

322

-

- 中小企業庁

-

1

1 科学技術振興機構

-

1

1 情報通信研究機構

★採択結果 詳細について

平成27年度補正予算小規模事業者
支援パッケージ事業｢小規模事業者
持続化補助金｣

小規模事業者

小規模事業者が、商工会・商工会議所と一体となって、販路
開拓に取り組む費用（チラシ作成費用や商談会参加のための
運賃など）を支援します。
複数の事業者が連携した共同事業、海外展開や雇用対策に
取り組む事業、移動販売などによる買い物弱者対策に取り組
む事業については、補助上限額を引き上げ、より重点的に支援
します。また、業務効率化・生産性向上に向けた取り組みにつ
いても支援の対象とします。
★採択結果 詳細について

平成28年度「中堅・中小企業への橋
渡し研究開発促進事業」

本事業では、中小企業等が橋渡し研究機関から技術シーズ
の移転を受けてビジネスにつなげることや、中小企業等が保有
する技術を橋渡し研究機関の能力を活用して迅速かつ着実に
企業（団体等を 実用化することを通じて、中小企業等が技術力向上や生産方
法等の革新等を実現することを支援します。加えて、上述のよ
含む）
うな取組をNEDOが支援することにより、橋渡し研究機関が積
極的にその機能強化に取り組むことを促進します。
★採択結果 詳細について

現在、Webサイトを改ざんして攻撃サイトを構築し、当該サイト
へアクセスしてきた利用者を攻撃するWeb媒介型攻撃が深刻な
問題となっています。Web媒介型攻撃は、脆弱性攻撃手法等の
開発や流通、脆弱サイトの探索や攻撃サイトの構築、攻撃サイ
平成28年度「高度通信・放送研究開 単独ないし複数 トへのエンドユーザの誘導と乗っ取りといった一連の不正活動
発委託研究」
の研究開発機 から構成されると考えられます。本研究課題では、表面化して
Web媒介型攻撃対策技術の実用化に 関（企業、大学 いるWeb媒介型攻撃のみならず、一連の不正活動を網羅的に
等）
向けた研究開発
観測、分析することによって、攻撃の構造を正確に把握し、攻
撃サイト等を効率的に検出することで、利用者を保護する技術
を確立することを目的とします。
★採択結果 詳細について
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各種補助金等 採択結果について（Ｈ２８年度）
補助金名等

対

象

2017/3/31現在

内

容

「創業・第二創業促進事業」は、新たに創業する者や第二創
業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成す
「新たに創業す
平成28年度予算｢地域創業促進支援
る者」又は「第二 る事業で新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活
事業(創業・第二創業促進補助金)｣
創業を行う者」 性化させることを目的とします。

岡山県内企業 岡山県内大学 うち産学官連
採択数
採択数
携事業数

事業者名

3

-

- 中小企業庁

3

-

- 中小企業庁

1

-

- 中小企業庁

10

-

10 岡山県

133

-

- 中央会

★採択結果 詳細について
本事業は、商店街等を基盤として、地域経済の持続的発展を
図るため、地域住民等のニーズや当該商店街を取り巻く外部
環境の変化を踏まえ、地方公共団体と密接な連携を図り、商店
街組織が単独で、又は商店街組織がまちづくり会社等の民間
平成28年度予算「地域・まちなか商業
商店街組織、民 企業や特定非営利活動法人等と連携して行う6つの分野に係
活性化支援事業(地域商業自立促進 間事業者
る公共性の高い取組を支援する事業です。
事業)」
【支援対象分野】
1.少子・高齢化 2.地域交流 3.新陳代謝 4.構造改善 5.外国
人対応 6.地域資源活用
★採択結果 詳細について

平成28年度予算商業・サービス競争
力強化連携支援事業(新連携支援事
業)

本事業は、中小企業・小規模事業者が、産学官で連携し、ま
異分野連携新 た異業種分野の事業者との連携を通じて行う新しいサービスモ
事業分野開拓 デルの開発等のうち、地域経済を支えるサービス産業の競争
計画の認定を受 力強化に資すると認められる取組を支援します。
けた者
★採択結果 詳細について

次世代産業分野における新技術又は新製品の研究開発事業
を支援することにより、県内企業の次世代産業分野への進出を
中小企業者、中
平成28年度「次世代産業研究開発プ
小企業者の団 促進し、地域
ロジェクト創成事業」
産業の活性化を図る。
体
★採択結果 詳細について

平成27年度補正予算 ものづくり・商
中小企業者
業・サービス新展開支援補助金

国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を
創出するため、認定支援機関と連携して、革新的なサービス開
発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模
事業沙yの設備投資等を支援します。

岡山県中小企業団体

★採択結果 詳細について
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各種補助金等 採択結果について（Ｈ２８年度）
補助金名等

平成28年度岡山バイオマスイノベー
ション創出支援補助事業等

対

象

2017/3/31現在

内

容

県内に豊富に存在する木質資源を活用した新たな工業材料
の開発等による付加価値の高い新産業の創出と地域活性化を
目指す「おかやまグリーンバイオプロジェクト」を推進しており、
県内企業、県内 その一環として、高機能素材として注目されているセルロース
大学等研究機 ナノファイバー（ＣＮＦ）の実用化などに向けた県内企業等によ
関の研究者、県 る新技術・新製品の研究開発や、こうした木質バイオマスの利
内市町村
活用により地域の活性化と産業振興を図る市町村の取組を支
援します。

岡山県内企業 岡山県内大学 うち産学官連
採択数
採択数
携事業数

事業者名

4

2

5 岡山県

-

4

- 科学技術振興機構

7

-

2 産業振興財団

1

2

1 総務省

※うち1件は
県内市町

★採択結果 詳細について

平成28年度マッチングプランナープロ
大学等
グラム「企業ニーズ解決試験」

地域の企業が持つ開発課題（企業ニーズ）を把握し、全国の
大学等の研究成果（大学シーズ）の中から解決に資するものと
結びつける専門人材「マッチングプランナー」が、大学シーズに
よる地域企業の開発課題の解決、事業化を目指す段階までを
支援し、地域科学技術イノベーションの創出につなげていきま
す。その際、大学等で大学シーズの応用展開をはかる産学連
携コーディネーターなどとも連携し、把握した企業ニーズを解決
するために対象とする大学シーズが適しているか否かを見定め
るための試験研究を支援します。
★採択結果 詳細について

超精密生産技術（ミクロものづくり）分野の新技術・新製品の
「売れる」製品づくりに向けた開発促進事業化や、岡山県の特
（１）県内の中小
企業者及び起 徴ある地域産業資源を活用した中小企業の先進的な取組みに
必要な経費の一部を助成することで、県内中小企業の成長を
業予定者
平成28年度「きらめき岡山創成ファン （２）中小企業者 支援し、地域の強みを活かした製品開発や新事業の展開を促
進します。
の団体
ド支援事業」前期募集
○補助対象事業
（３）上記（１）
（２）を支援する ・新技術又は新製品の研究開発事業（ミクロものづくり分野）
県内支援機関 ・地域産業資源を活用した研究開発事業等

公益財団法人岡山県

★採択結果 詳細について

戦略的情報通信研究開発推進事業
（SCOPE）の平成28年度研究開発課
題

戦略的情報通信研究開発推進事業(SCOPE) は、情報通信技
術(ICT) 分野において新規性に富む研究開発課題を大学・独
立行政法人・企業・地方自治体の研究機関などから広く公募
若手研究者、中 し、外部有識者による選考評価の上、研究を委託する競争的
小企業研究者 資金です。これにより、未来社会における新たな価値創造、若
手ICT 研究者の育成、中小企業の斬新な技術の発掘、ICT の
利活用による地域の活性化、国際標準獲得等を推進します。
★採択結果 詳細について
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各種補助金等 採択結果について（Ｈ２８年度）
補助金名等

対

2017/3/31現在

象

内

容

岡山県内企業 岡山県内大学 うち産学官連
採択数
採択数
携事業数

事業者名

商工会、商工会
地域の産品や技術の魅力をさらに高め、世界に通用するブラ
議所、組合、
平成27年度ふるさと名物応援事業補
ンド力の確立を目指す取組に要する経費の一部を補助。
NPO法人、中小
助金(JAPANブランド育成支援事業) 企業者（４者以
上）等
★採択結果 詳細について

2

-

- 中小企業庁

本事業ではロボット介護機器の開発・導入の支援を行うことに
企業（中小企
より、要介護者の自立促進や介護従事者の負担軽減を実現
業、大企業およ
び技術研究組 し、ロボット介護機器の新たな市場の創出をめざします。
合）
★採択結果 詳細について

1

-

-構

-

1

-構

3

-

- 中小企業庁

-

1

-構

1,112

27

平成28年度「ロボット介護機器開発・
導入促進事業（開発補助事業）」

平成28年度「次世代がん医療創生研
研究者
究事業（1次公募）」

次世代がん医療創生研究事業は、次世代のがん医療の創生
に向け、がんの生物学的特性の解明に迫る研究と、がん患者
のデータに基づいた研究及びこれらの融合研究を推進すること
により、革新的な治療薬や診断・予防のためのバイオマーカー
等の開発・実用化を目的とした研究の加速化を目指します。

日本医療研究開発機

日本医療研究開発機

★採択結果 詳細について

平成28年度ふるさと名物応援事業補
中小企業者
助金（地域産業資源活用事業）

地域の優れた資源（農林水産物又は鉱工業品、鉱工業品の
生産に係る技術、観光資源）を活用した新商品・新サービスの
開発や販路開拓に取り組む中小企業者に対し、市場調査、研
究開発に係る調査分析、新商品・新役務の開発（試作、研究開
発、評価等を含む）、展示会等の開催又は展示会等への出展、
知的財産に係る調査等の事業に係る経費の一部を補助しま
す。
★採択結果 詳細について

平成28年度「女性の健康の包括的支
研究者
援実用化研究事業―Wise（1次公募）」

人生の各段階に応じてその心身の状況が大きく変化する女
性の一生のステージごとの健康課題について病態の解明と予
防および治療開発を目指します。さらに、近年の女性の就業等
の増加、晩産化・少産化、平均寿命の伸長等に伴う女性の健
康に関わる問題の変化に応じ、女性の健康を生涯にわたり包
括的に支援するために、基礎研究および臨床研究の開発およ
びそれぞれの間を結ぶ橋渡し研究を行い、その成果の円滑な
実用化を推進します。

日本医療研究開発機

★採択結果 詳細について

合

計

29
10

