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彩都ヒルズクラブ通信
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-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
彩都ヒルズクラブ通信：会員様同士の活発な情報交換のために、月に1回お届けして
おります。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
会員様の活動報告を本メルマガに掲載させていただく事が可能です。
ご希望の会員様は会員企業様の宣伝広告を含めた活動内容等（事業提携の希望や
新製品の開発や販売）を500～1,000字程度でご紹介させていただきます。
ルールは「他社の誹謗中傷はしない」
、
「公序良俗には反しない」だけです。
ご希望の方は事務局までご連絡下さい。
事務局 連絡先：info@saitohills.com
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
---------------------------------------------------------------第141回 彩都バイオサイエンスセミナー
「研究成果をどう社会還元するか
～理研QBiCにおける産業化への取り組み～」
---------------------------------------------------------------[日時]平成28年4月27日（水） 11：00～13：00
[場所]彩都バイオヒルズセンター2階 会議室・レストラン
（大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18）
[申込] https://www.saitohills.com/form.html
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
当クラブ新会員、アース環境サービス株式会社様では、今年１月に彩都ライフサイ
エンスパーク竣工しました彩都総合研究所研修センターにおきまして、製薬関連
企業様向け、食品関連企業様向け、化粧品メーカー様向け、企業の検査分析部門様
向けのワークショップ／セミナーを下記の通り開始しております。
---------------------------------------------------------------タイトル：医薬品品質システム解説及び品質マニュアル演習
PIC/S GMP関連ワークショップ（2）
元PMDA査察官が教えるPIC/S GMP及びPQS（医薬品品質システム）
PIC/S GMP及びPQSのための組織と役割
開催日時：2016年3月22日（火）‐2016年3月23日（水）
（全2日間） 10：00-17：00
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/detail20160322.html
---------------------------------------------------------------② セミナーコード：002-0004
タイトル：ハザード分析ワークショップ：解説と演習
IRCAプリンシパル審査員が教えるハザード分析の解説と演
ーHACCP規格やFSMA予防管理で要求されるハザード分析について－
開催日時：2016年4月19日（火）（全1日間） 10：30-16：00
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/detail20160419.html
---------------------------------------------------------------③ セミナーコード：003-0005
タイトル：化粧品工場における微生物管理
＜化粧品業界におけるＧＭＰへの取り組み＞ －効果的な対応策の実際例とその解
説－

開催日時：2016年4月26日（火）（全1日間） 13：00-16：00
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/detail20160426.html
---------------------------------------------------------------④ セミナーコード：004-0006
タイトル：ISO/IEC17025の導入と運用の実際
－ISO/IEC17025認定試験所品質管理担当者が教える導入と運用の実際－
開催日時：2016年5月24日（火）（全1日間） 13：00-17：00
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/detail20160524.html
---------------------------------------------------------------本件に関わるご不明点、ご相談がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。
アース環境サービス株式会社
彩都総合研究所 研修センター 坂井様、千原様
電話：072(643)0641
eメール：saito@earth-kankyo.co.jp
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
+-+ ＣＯＮＴＥＮＴＳ +-+
【1】理事エッセイ
【2】助成金・イベント・セミナー等のお知らせ（各種団体の案内転載・再掲含む）
【3】編集後記
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【1】副理事長エッセイ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
彩都ヒルズクラブ理事に就任いたしました大阪大学の吉川秀樹と申します。
医学部附属病院の整形外科長を兼務しております。
昨年8月26日に、西尾章治郎総長が就任され、新執行部が発足し、産学連携、
病院運営担当の理事・副学長を拝命いたしました。初めての本メルマガ寄稿に
なりますので、大阪大学の産学連携活動の近況を報告させて頂きます。
平成23年4月に設置されました産学連携本部は、本学の卓越した研究成果と
国内外の産業界との連携を推進し、
「大学の発展」
「企業の発展」のみならず、
「社会の発展」に寄与することを目指しております。これまで、大学内に産業
創出拠点を導く「Industry on Campus」構想を掲げ、テクノアライアンス棟を
拠点に、全国に先駆けて「共同研究講座」や「協働研究所」を設置し、産学
連携活動を行ってきました。現在は、全学で40講座（研究所）を超え、次期
中期計画では、さらに40件の新設を目標にしております。
また、昨年9月には、国立大学法人による出資事業の国内第1号となる大阪
大学ベンチャーキャピタル（OUVC）による投資ファンド（総額125億円）を
スタート致しました。大阪大学の強みを発揮できる投資分野として、
「再生医療」
「ロボット」
「人工知能」
「免疫系がん治療」
「ビッグデータ」などの領域から、
スタートアップ・アーリーステージベンチャー、共同研究先とのジョイントベン
チャー、既存の大阪大学発ベンチャーへの投資を推進しています。すでに、
「マイ
クロ波化学㈱」
「ジェイテック㈱」
「マトリクソーム㈱」への投資を実行しており
ます。
また、昨年9月、本学の産学連携に関する方針の決定や方向性の審議、大学全体の
産学連携の司令塔として産学連携室が新設されました。新しい産学連携のステージ

として「産学連携から産学共創へ」を掲げ、本学の卓越した研究成果の社会還元を
目指して、イノベーションの創出とオープンイノベーションの促進を行います。
また、産業界のニーズに応えられるグローバルな視野を持ち、革新的イノベーション
の創出に貢献できる人材の育成を図ります。今後も、彩都ヒルズクラブの皆様のご支援、
ご協力を賜りますようお願いします。
大阪大学 理事・副学長 吉川秀樹
（一般社団法人彩都ヒルズクラブ 副理事長）
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【2】公募・イベント・セミナー等のお知らせ《再掲含む》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◇◇公募・募集情報む)◇◇◇
◇第14回(平成28年度)産学官連携功労者表彰対象者を募集【～3/17】
[詳細]http://www8.cao.go.jp/cstp/sangakukan/sangakukan2016/koubo2016.html
◇平成28年度「課題解決型福祉用具実用化開発支援事業」に係る公募について(予告)【3/下】
[期間]2016年3月下旬～
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100101.html
◇「中小企業活路開拓調査・実現化事業」公募公募
[期間]3月22日(火)
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/3175
◇「商店街・まちなかインバウンド促進支援事業(商店街インバウンド促進支援事業)」募集
[期間]～2016年3月31日(木) 事務局に17時必着
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/3171
◇「次世代スマートチャレンジ」事業化アイデア公募！
[期限]～2016年3月25日(金)17:00まで
[詳細]http://expo.smartcity.kyoto/challenge/
◇大阪市 平成28年度「大阪市イノベーション創出支援補助金」提案募集
[期間]3/22～3/28
[詳細]http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000341169.html
◇平成28年度「新エネルギーベンチャー技術革新事業」の公募予告及び公募説明会について
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100100.html
[期間] 2016年3月中旬～2016年5月中旬 (予定)
公募説明会(大阪場所)
[日時]2016年3月30日(水)13]30～15:00(受付13:00～)
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100100.html
◇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)」に係る公募
[期間]2016年2月3日(水)～2016年3月31日(木)17時必着
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/020120160113.html
◇平成28年度 地方発明表彰 公募【～3/31】／(公財)発明協会
[詳細]http://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/H28/chihatsu_boshuyoko.html
◇平成27年度補正予算「海外ビジネス戦略推進支援事業」の公募

[期間]二次締切:3月31日
[詳細]http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/fs/069550.html
◇研究成果展開事業研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)
平成27年度ステージIIINexTEP-Aタイプの課題公募(随時公募)
[期間]2016年03月31日
[詳細]http://www.jst.go.jp/a-step/koubo/index.html
◇科学技術コミュニケーション推進事業
問題解決型科学技術コミュニケーション支援 平成28年度公募
[期間]～4月1日(金)
[詳細]http://www.jst.go.jp/csc/support/public/h28detail.html
◇日本－フランス共同研究「分子技術」課題募集のお知らせ
研究領域:「分子技術(Molecular Technology)」
[期間]～4月5日(火)午後5時(日本時間)
[詳細]http://www.jst.go.jp/sicp/announce_joint_anr_mt3.html
◇[AMED先端計測分析技術・機器開発プログラム] 新規課題公募のお知らせ
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/020120160204.html
[期間]2016年2月19日(金)～4月6日(水)正午
◇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」
《再掲》
[詳細]http://www.chuokai.or.jp/josei/27mh/koubo1-20160205.html
[期間]～平成28年4月13日(水)【当日消印有効】
◇平成28年度資源循環技術・システム表彰(第42回)募集
[期限]2016年4月18日(月)必着
[詳細]http://www.cjc.or.jp/news/topics/entry000157.html
◇平成27年度補正「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」
1次公募【3/22～4/22】
[詳細]https://sii.or.jp/kakumeitoushi27r/shinsei/note.html
◇「きょうと農商工連携応援ファンド支援事業」平成28年度公募開始
[期間]2016年3月1日(火)～4月25日(月)
[詳細]https://www.ki21.jp/noshoko/
◇第15回『女性起業家大賞』応募企業募集【～4/28】
[詳細]http://joseikai.jcci.or.jp/info/2016/oubo.html
◇EIG-CONCERT-Japan「食料及びバイオマスの生産技術」課題募集
[期限]2016年4月28日(木)午後8時(日本時間)
[詳細]http://www.jst.go.jp/sicp/announce_cj3.html
◇A-STEP ステージⅡ シーズ育成タイプ
[期間]2016年3月1日(火)～5月10日(火)
[詳細]http://www.jst.go.jp/a-step/koubo/h28stage2-1.html
◇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の公募を開始
[期間]～2016年5月13日(金)
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2016/160226shokibo.htm

◇平成28年度リサイクル技術開発本多賞(第21回)募集
[期間]～2016年5月23日(月)必着
[詳細]http://www.cjc.or.jp/news/topics/entry000156.html
◇日本－EU共同研究課題募集「パワーエレクトロニクス」
、
「希少元素代替材料」
[期間]2016年05月25日
[詳細]http://www.jst.go.jp/sicp/announce_eujoint_03_GeneralInfo.html
◇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」
[期間]平成28年1月25日(月)～平成28年5月31日(火)
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/2902
◇平成28年度予算「下請中小企業自立化基盤構築事業」
[期間]平成28年1月25日(月) ～ 平成28年5月31日(火)
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/2904
◇平成28年度「下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業」
[期間]平成28年1月25日(月)～ 平成28年5月31日(火)
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/2chuusyou/160125kaitaku28_1.html
◇平成28年度おおさか地域創造ファンド三島地域支援事業助成金
[期間]平成28年6月頃～
[詳細]http://www.suita.cci.or.jp/mishima/
◇「大阪ものづくり優良企業賞2016」の公募を開始
[期間]～2016年6月15日(水)
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/keizaikoryu/yuryokigyosho/index.html
◇AMED案件
平成28年度「糖鎖利用による革新的創薬技術開発事業」に係る公募について
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/010120160216.html
平成28年度「医工連携事業化推進事業(実証事業)」に係る公募について
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/020120160114.html
平成28年度「医薬品等規制調和・評価研究事業」に係る公募(2次公募)について
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/050220160301.html
平成28年度「医療分野研究成果展開事業 先端計測分析技術・機器開発プログラム」に係る公募
について
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/020120160204.html
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)」に係る公募について
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/020120160113.html
◇NEDO案件
平成28年度「中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業」に係る公募について(予告)
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100103.html
◇地域に関連がある経済産業省関連予算事業を紹介します！

[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/1-1soumu/YOSAN_HP/YOSAN.html
◇三年以内既卒者等採用定着奨励金の創設について
[詳細]http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112026.html
◇クラウドファンディングを活用してみませんか
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/325385/EDb883H7ci0D_161039/0309_cdf.html
◇出資型新事業創出支援プログラムSUCCESS 随時相談受付中
[詳細]http://www.jst.go.jp/entre/
◇茨木市・茨木商工会議所施策関連
茨木市産業活性化プロジェクト促進事業補助制度
[期間]2016年3月1日(火)～3月31日(木)
[詳
細]http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/shokoshinko/sangyo/hojo
kin2.html
茨木市産学連携スタートアップ支援事業補助金
[期間]2016年3月1日(火)～4月22日(金)
[詳細]http://www.city.ibaraki.osaka.jp/business_sangyo/shien/1398667168390.html
特定退職金共済制度のご案内
[詳細]http://www.kyo.or.jp/maizuru/02_kyousai/kyosai_tokutai.htm
茨木市勤労者互助会加入のご案内
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/other_business/welfare/index03.html
茨木市役所 職員等による事業所訪問の申込について
[詳細]http://www.city.ibaraki.osaka.jp/business_sangyo/shien/1404716822390.html
正規雇用促進奨励金制度が変わりました
[詳
細]http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/rodofukushi/seikikoyo.h
tml
就労体験事業へご協力いただける事業所を募集しています
[詳
細]http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/rodofukushi/14285571588
29.html
●●●イベントその他情報む)●●●
●第15回日本再生医療学会総会【3/17～19】
[詳細]http://www2.convention.co.jp/15jsrm/index.html
●第3回産技研プロジェクト研究報告会 ～電池・薄膜/電子デバイス・粉体分野における 最先
端の共同開発へ！～【3/17】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201602/D22150309031.html
●「ASEAN経済の今 ～TPPを機に考える」inマレーシアCEO商談会【3/17】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/ceo/malaysia/

●よろず塾ワークショップセミナー「成果につながる、採用・定着・育成法をモノにする！」
【3/17】
[詳細]http://www.yorozu-osaka.jp/2016/02/04/yorozu-juku/
●タイ・バイヤー企業との無料個別商談会【3/17】
～第10回「メイド・イン・ジャパン海外販路開拓市」～
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/368067/040885H7ci0D_161039/0317D11150218023.html
●お金を極力かけずにできる「草の根的」ハラール対応のヒント【3/17】
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/34/
●大学都市KOBE！発信プロジェクト 甲南大学公開講座&体験型研究展示のお知らせ【3/19】
[詳細]http://www.konan-u.ac.jp/fot/
●第2回健康科学ビジネス創造フォーラム～健康科学ビジネスベストセレクションズ発表会
【3/22】
[詳細]http://ohs-net.jp/bestselections/
●「バイオ技術研究セミナー」
【3/22】
[詳細]http://www.shiga-bio.jp/
●第8回「がんばれ!!ものづくり日本 緊急提言シンポジウムin関西 」
【3/22】
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/1-1soumu/press/160322monodukuri_symposium.html
●会社を守り発展させる就業規則の作り方【3/22】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?thE_1T6kM_1fp_hmp
●<おおさかトップランナーClub限定〉大交流会【3/23】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?tnr_1TYJd_1fE_hmp
●京大桂ベンチャープラザ技術セミナー2016「電鋳技術の基礎と応用展開」
【3/23】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/incubation/kkvp/seminar/095427.html
●分かる！！ 採択に近づく補助金等申請書の書き方ポイント！【3/23】
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/1-1soumu/27fy/ekansai.html
●新しい資金調達の方法「クラウドファンディング」について【3/23】
[詳細]http://www.toyonaka-incu.com/oshirase.htm#27keiei13
●大阪トップランナーズ大商談会～健康・医療・介護分野の商品・サービスが一堂に！
【3/23】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?thH_1T6kM_1fp_hmp
●2018年診療報酬・介護報酬ダブル改定に向けた医療・介護事業者の課題と戦略【3/23】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?thJ_1T6kM_1fp_hmp
●これからのシニア像を明確に捉える！～選ばれる高齢者住宅となるために【3/23】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?thK_1T6kM_1fp_hmp
●毎週2件の契約を585週続けているカリスマ営業マンが語る「紹介営業の極意とは？」
【3/24】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?tnt_1TYJd_1fE_hmp

●新入・若手社員のスタートダッシュ研修 1：ビジネススキル基礎養成編【3/24】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201510/D27160324012.html
●新入・若手社員のスタートダッシュ研修 2：ビジネスマナー習得編【3/25】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201510/D27150325012.html
●CREST＆さきがけ「超空間制御」合同シンポジウム～「超空間」を舞台とする新しい化学～
【3/25】
[詳細]http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/event/2015/20160325_event_leaf.pdf
●千里ライフサイエンス振興財団 新適塾(脳はおもしろい 第12回)「睡眠・覚醒の謎に挑む」
【3/25】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shinteki-nou_omoshiroi.html
●国際仲裁セミナー「ロシアにおける商事仲裁その他紛争解決の実情と諸問題」
【3/28】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/371110/aajXF7H7ci0D_161039/0328_1154.html
●シンポジウム 「今、動き出すドローンビジネス！」
～大阪・関西からドローン活用による新ビジネス創出に向けて～【3/30】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/371468/kJJA17H7ci0D_161039/0330D22160307027.html
●新入社員研修2016【4/4・5】
[問合先]茨木商工会議所(新入社員研修2016担当:藤田)
TEL: 072-622-6631 FAX: 072-622-6632
●(一社)イーコマース事業協会 14周年記念イベント『ネットショップカンファレンス2016』
【4/9】
[詳細]http://www.ebs-net.or.jp/anniversary/
●新入・若手社員のためのビジネス文書＆ メールの書き方講座【4/12】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201601/D27160412016.html
●製造業新入社員のための仕事の基本講座【4/13】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201601/D27160413013.html
●【新入社員編】上司に信頼される報・連・相入門講座【4/14】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201511/D27160414010.html
●「ネットショップ向け 『本気の』売上計画策定講座」のご案内【4/15】
[詳細]http://eventregist.com/e/0415osaka
●茨木商工会議所 「新会館開設1周年記念 経済講演会」
【4/18】
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/wp/topics/seminar/20160118_1854.html
●初心者でもできる商談の進め方講座【4/19】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201601/D27160419015.html
●機能・エコ・利便性から選ぶ！「容器展」参加申込 受付開始！ 【4/20】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?tyQ_1UFKG_1fS_hmp
●はじめてのビジネス英語【4/20】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/371110/gAxaK3H7ci0D_161039/0420D11160420010.html

●製造業3年目社員のための突破力向上セミナー【4/20】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201601/D27150611054.html
●第371回CBI学会研究講演会
「翻訳後修飾研究のフロンティアとそれを支える基盤技術－創薬R&Dへの期待－【4/22】
《再
掲》
[詳細]http://cbi-society.org/home/documents/seminar/2013to16/20160422.html
●バイオ・医療に期待される「大気圧プラズマ」の最新シーズを紹介【4/25】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?tyP_1UFKG_1fS_hmp
●「キャリアフェア出展企業募集」～グローバル人材をお探しの企業様へ～【4/25】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/367582/0bT4b8H7ci0D_161039/0425D26160425019.html
●「自立型プロ社員」になるための6つの仕事力講座【5/17】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201601/D27160517025.html
●女性若手社員スキルアップ講座【5/26】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201601/D27160526010.html
●「第8回神戸ものづくり中小企業展示商談会」出展企業募集！！【6/17】
[詳細]http://www.kobe-liaison.net/?p=2997
●平成27年度版「特別試験研究費税額控除制度ガイドライン」
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/1083
●JETROが支援する展示会・商談会一覧
[詳細]http://www.jetro.go.jp/events/tradefair.html
●(EPA/FTA)特定原産地証明書申請実務 出前セミナー【随時】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/357741/kaIlE1H7ci0D_161039/1029_e88.html
●『社会保障・税番号制度(マイナンバー)』対応 実務アドバイス【随時】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/347288/i90XafH7ci0D_161039/0826_senmon.html
●医療機器相談窓口【随時】
[詳細]http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=1059
●製品の開発・改良、製造プロセスや品質管理等に科学的な観点からアドバイス
【随時】
・大阪市立工業研究所
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?p13_1AKhU_186_hmp
・大阪府立産業技術総合研究所
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?p14_1AKhU_186_hmp
●窓口(無料)相談で、
「Webマーケティング」の相談対応を始めます！【随時】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/kinki/consulting/index.html
●経営、法務、財務から営業、販促まで幅広く対応【随時】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?oK8_1z4eb_17z_hmp
●「食品表示基準及び新たな機能性表示制度に係る説明会」の資料公表【随時】

[詳細]http://www.caa.go.jp/foods/index18.html
●一般貿易証明 ご利用案内(外国産原産地証明書)【随時】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/325749/dczbbfH7ci0D_161039/0310boeki-step2.html
●人事労務・メンタルヘルス対策 専門相談【随時】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/325522/9kfA6hH7ci0D_161039/0624_senmon.html
●中国ビジネス支援室無料相談サービス【随時】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/299576/JjVIbGH7ci0D_161039/0804_china.html
●経営安定特別相談室(主要商工会議所、各都道府県の商工会連合会)【随時】
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2012/download/taisaku_info-0.pdf
●海外展開のお悩み「ワンストップ」で解決!【随時】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/063793.html
●介護・福祉、医療関連分野の開発相談窓口【随時】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?jXH_1amxp_Y4_hmp
●「医療機器開発支援ネットワーク」構築について【随時】
[詳細]https://www.med-device.jp/net/
●京都産業育成コンソーシアム「医療産業・iPS等再生医療関連産業サイト」
【随時】
[詳細]http://www.kyoto-conso.jp/medical/
●「ＴＰＰ相談窓口」を設置します【随時】
[詳細]http://www.meti.go.jp/press/2015/11/20151106003/20151106003.html
●「外国人モニター調査」利用企業募集【随時】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/357741/39F1d3H7ci0D_161039/1022_mon_survey.html
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【3】編集後記
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新年度を控え、各省庁・自治体の補助金・助成金の公募シーズン真っ只中です。
ぜひご活用ください、とお勧めしたいところではございますが、申請前に自社
が本当にやろうとしていることに沿う制度か、採択時期まで事業の実施を待つ
ことで機会損失を生まないか、精算払いの場合当初の資金調達に問題はないか、
社内の管理体制は整っているか等々、一呼吸置いて考えてみることも大切です。
これら補助金の多数は、国や自治体が集めた国民一人ひとりの血税から生み
出されたもの。
その大切なお金を有効に活かせるよう事業に取り組んでいきたいものですね。
※皆様からのメルマガ掲載記事の投稿・応募、ご意見ご要望などもお待ち申し
上げております。
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