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この冊子の使い方 

 

１．この冊子の目的 

この冊子は、地域発イノベーションにより地域の活性化に取り組んでいる地域の産学官金

の皆様を対象に、様々な工夫と努力により、成果をあげている地域産業支援プログラム、す

なわち、イノベーションネットアワード受賞プログラムを紹介し、これをベンチマークとし

て、地域の課題を解決し、目指すべき将来像を実現する一助となることを目的に、作成しま

した。 

イノベーションネットアワードは、地域産業の振興・活性化を促進するため、地域の資源

や特性を活かした新事業・新産業創出につながる先導的かつ具体的な成果を生み出している

産業支援プログラムを表彰する事業であり、2011 年度に創設されました。 

地域産業支援プログラム表彰には、経済産業大臣賞、文部科学大臣賞、及び農林水産大臣

賞ほか、合わせて６つの賞があります。これまでに 77 のプログラムが受賞しています。 

 

経済産業大臣賞 

地域の資源や特性を活かした新事業・新産業創出につながる先

導的かつ具体的な成果を生み出している取組のうち、最も優秀

な取組 

文部科学大臣賞 
大学や高専等による地域貢献のための産学官連携の取組のう

ち、最も優秀な取組 

農林水産大臣賞 
地域の資源や特性を活かした産業支援の取組のうち、特に農林

水産・食品分野に成果を上げた取組において最も優秀な取組 

全国イノベーション推

進機関ネットワーク会

長賞 

地域の資源や特性を活かした産業支援の取組のうち、特に新産

業、新事業創出に成果を上げた取組において最も優秀な取組 

一般財団法人日本立地

センター理事長賞 

地域の産業集積や企業間ネットワークを活用して、地域産業振

興・活性化に成果を上げた取組のうち、最も優秀な取組 

優秀賞 
地域の資源や特性を活かした産業支援の取組のうち、優秀な取

組 

 

２．イノベーションネットアワード受賞の効果 

2020 年 6 月に行った受賞機関 47 機関に対する調査では、受賞による効果として、「企業や

行政から組織に対する評価が高くなった」や「受賞プログラムに対する問い合わせ、視察が

増加した」との回答が多くなっています。受賞により事業が広く周知されたことの効果だと

評価できます。  

特に、「他地域での政策のモデルになった」との回答は 19 機関を数え、地域産業の活性化

を喚起・促進する効果があったと考えられます。今回の調査で、受賞プログラムが他地域の

政策立案にあたってのベンチマークとなり、横展開されていることが確認できました。受賞

機関への訪問・ヒアリング→自地域の条件や政策課題に合わせてカスタマイズ→実行という

流れができていることが確認されました。兵庫県のプログラムが広島県、さらには福岡県へ

と横展開された事例も報告されています。 
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３．使い方 

（１） 地域の課題、やりたいことがはっきりしている場合 

ウォンツ別分類表のウォンツをみて、マッチする政策課題に該当するプログラムを紹介し

ている掲載ページを参照して下さい。 

 

（２） 政策テーマ別に受賞プログラムを知りたい場合 

ウォンツ別分類表の政策テーマをみて、マッチする政策課題に該当するプログラムを紹介

している掲載ページを参照して下さい。政策テーマの分類は次の６分類です。 
1. 農林水産・食品産業振興  

2. 製造業振興  

3. 商業振興  

4. 健康・医療産業振興  

5. 創業・ベンチャー支援  

6. 人材育成  

 

（３） 類似の産業支援機関が行っていることを知りたい場合 

 受賞プログラム一覧の受賞機関(実施主体)の欄を参照してください。受賞機関（実施主体）

の分類は次の６分類です。 

1. 公的産業支援機関（財団、社団等公益法人、NPO 法人）  

2. 商工団体（商工会、商工会議所、事業協同組合）  

3. 第３セクター・任意団体等  

4. 大学・高専  

5. 国立研究開発法人・公設試  

6. 金融機関・金融関連機関（銀行、信用金庫、信用組合、信用保証協会）  
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組織に対する事業予算が増加した

その他

企業からの利⽤が増加した

メディアに取り上げられ、組織の知名度が向上した

他地域での政策のモデルになった

受賞プログラムに対する問い合わせ、視察が増加した

企業や⾏政から組織に対する評価が⾼くなった

受賞による効果について（複数回答可）
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1.ウォンツ別分類

地域のものづくりを柱とする「とかち型ビジネス支援」プログラム 120

食と農林漁業を柱とした地域産業政策『フードバレーとかち』 157

四国経済を牽引する「総合６次産業都市」の実現〜農業界と経済界の連携および産学官⾦連
携によって推進する新産業創出イノベーション〜

165

新しい農産物のブランド化を進
めたい

『さいたまヨーロッパ野菜研究会』生産者とシェフ、地域機関の連携による、新たな地域ブ
ランド創造支援

268

都市型農業を育てたい
『さいたまヨーロッパ野菜研究会』生産者とシェフ、地域機関の連携による、新たな地域ブ
ランド創造支援

268

「能登里山里海マイスター」育成プログラム 231

土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業 308

ワイン人材生涯養成拠点 311

周年マルチ点滴かん水同時施肥法（マルドリ方式）の開発および技術導入・運営支援による
高収益カンキツ経営の実現

72

高知県の基盤産業である第一次産業を活性化させる微細気泡システムの研究開発 85

地域エコフィードを活用した高品質畜産物生産に基づいた産官学連携による畜産支援 96

生産指導ＤＸによる産地におけるブランド米の生産支援 109

水産加工業の新たな発展に向けた伴走型支援の展開 133

臨床評価・予防医学研究プロジェクトによる地域食品産業支援及び食品臨床試験プロフェッ
ショナル人材の育成

28

食のヒト介入試験システム”江別モデル” による、食と健康のイノベーション拠点形成 31

五島列島の地域微生物資源「五島つばき酵⺟」開発・応用事業による地域産業振興支援 210

新たなシルク蚕業を創生するプロジェクト『SILK on VALLEY YAMAGA』 214

天然雪の冷蔵倉庫「雪室」を活用した、雪国発信の食ブランド「越後雪室屋」 235

小豆島オリーブトップワンプロジェクト支援のためのオリーブ利活用技術の開発 243

未利用資源活用型ヘルス＆ビューティ産業クラスター創生支援プログラム 247

地域資源『ガゴメコンブ』を活用した産学官連携による地域おこし 250

地域とつくる地産地消を推進する⻘果流通システム 253

みやざきフードビジネス相談ステーション 128

産学連携による次世代スマート植物工場技術強化およびグローバル展開支援 124
強固なネットワークを活用した伴走型ソリューション 178
地域資源製品開発支援センター事業 239

土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業 308

マッチングプランナーによる被災地復興支援の取組 92

地方中小都市における自助独立・継続性を重視した産学官連携による中小企業支援 99

よい仕事おこしネットワーク 182

OISTスタートアップアクセラレータープログラム 〜OISTを核とした沖縄県におけるイノ
ベーションエコシステムの実現〜

11

ふくいオープンイノベーション推進機構 20

京都地域のイノベーション創出を支える研究開発型中小企業に対する総合産業支援事業 44

訪問型ワンストップコーディネート支援活動“出張キャラバン隊”を軸にした川崎モデル『産
学連携/大手企業知財交流事業』

49

農林水産・
食品産業振
興

政策テーマ 受賞事業名 掲載ページウォンツ

農業を核とした産業振興をした
い

農林水産業の生産性を向上させ
たい

地域の農林水産資源を活用した
産業振興をしたい

農林水産・食品分野の中核人材
を育てたい

フードビジネスを振興したい

販路開拓、マッチングをしたい
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世界のゲノム科学を支援するゲノム編集動物に関する基盤技術開発の地域連携 56

研究成果の実用化を促進する産学連携モデルの提供と東日本大震災からの復興支援等を通じ
た社会実装の実践

59

次世代たたら協創センター「NEXTA」を中心としたオープンイノベーションの拠点づくり 63

健康ビッグデータをハブに産学官⾦⺠の強固な連携で新産業創出をめざす弘前大学『寿命⾰
命』プロジェクト

67

質感・色感などの感性研究を活用した産学官連携による地域産業のイノベーション活動 80

ぎふ技術⾰新センターを中核とした産学官連携 88

マッチングプランナーによる被災地復興支援の取組 92

地方中小都市における自助独立・継続性を重視した産学官連携による中小企業支援 99

地域産業振興・活性化を目指した産学官⺠のネットワークの形成 102

シックケア社会からスマートライフケア社会への変⾰を目指すCOINSの『体内病院』プロ
ジェクト

105

産学連携による次世代スマート植物工場技術強化およびグローバル展開支援 124

世界的な統合システムバイオロジー研究拠点形成による地域活性化と社会貢献 154

地域自動車関連産業の持続的発展を目指した産学官連携活動 174

２つの助成⾦制度を活用した企業サポート 196

山梨中銀経営支援コーディネートサービス 199

新たなシルク蚕業を創生するプロジェクト『SILK on VALLEY YAMAGA』 214

未利用資源活用型ヘルス＆ビューティ産業クラスター創生支援プログラム 247
自社商品開発と事業化にかける120社が集う、広島県呉地域の異業種交流団体の成⻑と挑戦 38
次世代医療システム産業化フォーラム 41

大学の研究成果等を活用した中小ものづくり企業の発展に貢献する事業（全国規模の鋳物関
連中小企業広域ネットワーク（鋳物シンジケート）の構築および支援）

76

「次世代自動車センター浜松」による次世代自動車ビジネス獲得のための、輸送用機器産業
関連の地域中小企業に対する支援事業

112

地域のものづくりを柱とする「とかち型ビジネス支援」プログラム 120

諏訪圏（６市町村）における地域活性化の取り組み〜”ＳＵＷＡブランドのものづくり”への
挑戦〜

137

九州の半導体・エレクトロニクス関連産業の新分野展開・新ビジネス創出 149

航空宇宙産業クラスター形成事業を先導とする地域産業の活性化事業と人材の育成 168

ステンレス加工技術に特化した人材育成とクラスター的取組によるリーディング産業の振興 171

地域自動車関連産業の持続的発展を目指した産学官連携活動 174

強固なネットワークを活用した伴走型ソリューション 178

まちの井⼾端会議から生まれる共創イノベーション〜誰もがいつでも気軽にクリエイティブ
を！〜

218

高付加価値企業・産業の育成とオープンファクトリー開催による持続可能な産業形成 221

磨き屋シンジケート 276

震災復興版イノベーション推進事業 278

北九州地域産業人材育成フォーラム 300

ふくいオープンイノベーション推進機構 20

「次世代自動車センター浜松」による次世代自動車ビジネス獲得のための、輸送用機器産業
関連の地域中小企業に対する支援事業

112

製造業振興

産学官連携で新しい産業を創出
したい

地域の産業集積や資源を活かし
た産業振興をしたい
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諏訪圏（６市町村）における地域活性化の取り組み〜”ＳＵＷＡブランドのものづくり”への
挑戦〜

137

九州の半導体・エレクトロニクス関連産業の新分野展開・新ビジネス創出 149

海外展開支援プラットフォーム構築による環境ビジネス創出支援事業 162

強固なネットワークを活用した伴走型ソリューション 178

よい仕事おこしネットワーク 182

川上・川下ビジネスネットワーク事業 194

２つの助成⾦制度を活用した企業サポート 196

山梨中銀経営支援コーディネートサービス 199

地域資源製品開発支援センター事業 239

産業支援機関と公設試の連携による『“新”みやぎ自動車産業取引あっせんモデル』（提案型
あっせん手法）の構築

263

北陸地域の活性化を目指した新産業創出と人材育成 272

訪問型ワンストップコーディネート支援活動“出張キャラバン隊”を軸にした川崎モデル『産
学連携/大手企業知財交流事業』

49

質感・色感などの感性研究を活用した産学官連携による地域産業のイノベーション活動 80

高付加価値企業・産業の育成とオープンファクトリー開催による持続可能な産業形成 221

デザイン視点での企業支援 ニイガタIDSデザインコンペティション、百年物語プロジェク
ト、Design LAB

226

地域資源製品開発支援センター事業 239

航空宇宙産業クラスター形成事業を先導とする地域産業の活性化事業と人材の育成 168

ステンレス加工技術に特化した人材育成とクラスター的取組によるリーディング産業の振興 171

信州100年企業創出プログラム 281

北九州地域産業人材育成フォーラム 300

広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP)による中小企業向け海外展開支援サービス 34

強固なネットワークを活用した伴走型ソリューション 178

地域資源製品開発支援センター事業 239

小豆島オリーブトップワンプロジェクト支援のためのオリーブ利活用技術の開発 243

未利用資源活用型ヘルス＆ビューティ産業クラスター創生支援プログラム 247

産業支援機関と公設試の連携による『“新”みやぎ自動車産業取引あっせんモデル』（提案型
あっせん手法）の構築

263

広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP)による中小企業向け海外展開支援サービス 34

海外展開支援プラットフォーム構築による環境ビジネス創出支援事業 162

ひょうご中小企業技術評価制度 207

信州100年企業創出プログラム 281

地域資源を活用した地域発イノベーション創出型人材育成事業 295

「神⼾開業支援コンシェルジュ」「神⼾起業操練所」「100年経営支援事業」による総合的な
創業支援

25

地域資源を活用した地域発イノベーション創出型人材育成事業 295

留学生を活用したい アジア留学生ビジネスネットワーク構築支援事業 290

地域活性化事業に挑む！『市信PLUS事業』〜協創関係による地域活性化モデル事業〜 202

地域が持続的発展を実現するために必要な⾦流・商流・人流の地域デジタルマーケティング
インフラ構築事業

257商業振興
商店街を活性化したい

公設試を活用したい

海外展開を支援したい

地域の企業の経営力を強化した
い

後継者育成をしたい

販路開拓・マッチングをしたい

デザイン・知財を活用したい

モノづくり人材を育成したい
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地域のＤＸ化による地域振興を
したい

地域が持続的発展を実現するために必要な⾦流・商流・人流の地域デジタルマーケティング
インフラ構築事業

257

臨床評価・予防医学研究プロジェクトによる地域食品産業支援及び食品臨床試験プロフェッ
ショナル人材の育成

28

新たなシルク蚕業を創生するプロジェクト『SILK on VALLEY YAMAGA』 214

未利用資源活用型ヘルス＆ビューティ産業クラスター創生支援プログラム 247

次世代医療システム産業化フォーラム 41

世界のゲノム科学を支援するゲノム編集動物に関する基盤技術開発の地域連携 56
ぎふ技術⾰新センターを中核とした産学官連携 88
マッチングプランナーによる被災地復興支援の取組 92

シックケア社会からスマートライフケア社会への変⾰を目指すCOINSの『体内病院』プロ
ジェクト

105

研究開発から事業化までの一貫支援による「北海道バイオ・ヘルスイノベーション」の新た
な価値創造

144

世界的な統合システムバイオロジー研究拠点形成による地域活性化と社会貢献 154

臨床評価・予防医学研究プロジェクトによる地域食品産業支援及び食品臨床試験プロフェッ
ショナル人材の育成

28

食のヒト介入試験システム”江別モデル” による、食と健康のイノベーション拠点形成 31

健康ビッグデータをハブに産学官⾦⺠の強固な連携で新産業創出をめざす弘前大学『寿命⾰
命』プロジェクト

67

OISTスタートアップアクセラレータープログラム 〜OISTを核とした沖縄県におけるイノ
ベーションエコシステムの実現〜

11

県内支援機関の共同によるアントレプレナーシップ醸成からベンチャー企業の創出・育成ま
でのシームレスな支援体制の構築

14

「神⼾開業支援コンシェルジュ」「神⼾起業操練所」「100年経営支援事業」による総合的な
創業支援

25

創業支援事業 52

地域のものづくりを柱とする「とかち型ビジネス支援」プログラム 120

女性創業応援チーム「シルキー クレイン」をはじめとした創業トータルサポート体制 187

創業支援事業『創業するなら保証協会へ！』 190

「能登里山里海マイスター」育成プログラム 231

OISTスタートアップアクセラレータープログラム 〜OISTを核とした沖縄県におけるイノ
ベーションエコシステムの実現〜

11

京都地域のイノベーション創出を支える研究開発型中小企業に対する総合産業支援事業 44

世界のゲノム科学を支援するゲノム編集動物に関する基盤技術開発の地域連携 56

研究成果の実用化を促進する産学連携モデルの提供と東日本大震災からの復興支援等を通じ
た社会実装の実践

59

地方中小都市における自助独立・継続性を重視した産学官連携による中小企業支援 99

KUMAMOTO TECH PLANTER（熊本テックプランター） 116

研究開発から事業化までの一貫支援による「北海道バイオ・ヘルスイノベーション」の新た
な価値創造

144

世界的な統合システムバイオロジー研究拠点形成による地域活性化と社会貢献 154

光の応用産業を創出・発展させるための技術・経営一体型ハンズオン支援事業 285

OISTスタートアップアクセラレータープログラム 〜OISTを核とした沖縄県におけるイノ
ベーションエコシステムの実現〜

11

県内支援機関の共同によるアントレプレナーシップ醸成からベンチャー企業の創出・育成ま
でのシームレスな支援体制の構築

14

スタートアップ・新規創業企業
を育てたい

テックベンチャーを育てたい

創業・ベン
チャー支援

健康・医療
産業振興

地域の資源を活用した医薬品・
ヘルスケア・ビュティー産業を
創出したい

医工連携による新産業を振興し
たい

地域の臨床データを活用した新
産業を創出したい
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「神⼾開業支援コンシェルジュ」「神⼾起業操練所」「100年経営支援事業」による総合的な
創業支援

25

京都地域のイノベーション創出を支える研究開発型中小企業に対する総合産業支援事業 44

女性創業応援チーム「シルキー クレイン」をはじめとした創業トータルサポート体制 187

創業支援事業『創業するなら保証協会へ！』 190

未利用資源活用型ヘルス＆ビューティ産業クラスター創生支援プログラム 247

光の応用産業を創出・発展させるための技術・経営一体型ハンズオン支援事業 285

地域資源を活用した地域発イノベーション創出型人材育成事業 295

臨床評価・予防医学研究プロジェクトによる地域食品産業支援及び食品臨床試験プロフェッ
ショナル人材の育成

28

世界のゲノム科学を支援するゲノム編集動物に関する基盤技術開発の地域連携 56

次世代たたら協創センター「NEXTA」を中心としたオープンイノベーションの拠点づくり 63

ぎふ技術⾰新センターを中核とした産学官連携 88

地方中小都市における自助独立・継続性を重視した産学官連携による中小企業支援 99

諏訪圏（６市町村）における地域活性化の取り組み〜”ＳＵＷＡブランドのものづくり”への
挑戦〜

137

四国経済を牽引する「総合６次産業都市」の実現〜農業界と経済界の連携および産学官⾦連
携によって推進する新産業創出イノベーション〜

165

航空宇宙産業クラスター形成事業を先導とする地域産業の活性化事業と人材の育成 168

ステンレス加工技術に特化した人材育成とクラスター的取組によるリーディング産業の振興 171

山梨中銀経営支援コーディネートサービス 199

「能登里山里海マイスター」育成プログラム 231

小豆島オリーブトップワンプロジェクト支援のためのオリーブ利活用技術の開発 243

北九州地域産業人材育成フォーラム 300

土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業 308

ワイン人材生涯養成拠点 311

「神⼾開業支援コンシェルジュ」「神⼾起業操練所」「100年経営支援事業」による総合的な
創業支援

25

諏訪圏（６市町村）における地域活性化の取り組み〜”ＳＵＷＡブランドのものづくり”への
挑戦〜

137

「能登里山里海マイスター」育成プログラム 231

信州100年企業創出プログラム 281

地域資源を活用した地域発イノベーション創出型人材育成事業 295

北九州地域産業人材育成フォーラム 300

 注）掲載ページは、「イノベーションネットアワード受賞プログラムにみる成功の秘訣」のページ数を示す。

経営人材、後継者を育成したい

人材育成

起業人材を育成したい

専門人材を育成したい
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2.事業主体別分類

（公財）北海道科学技術総合振興センター

（公財）とかち財団

（公財）仙台市産業振興事業団

（公財）みやぎ産業振興機構、宮城県産業技
術総合センター

（公財）みやぎ産業振興機構

（公財）さいたま市産業創造財団

（公財）川崎市産業振興財団

（公財）川崎市産業振興財団

（公財）にいがた産業創造機構

（公財）石川県産業創出支援機構

（公財）ふくい産業支援センター

（一財）浅間リサーチエクステンションセン
ター

（公財）南信州・飯田産業センター

（公財）浜松地域イノベーション推進機構

（公財）滋賀県産業支援プラザ

（公財）京都高度技術研究所

（公財）ひょうご産業活性化センター

（公財）神⼾市産業振興財団

（公財）岡山県産業振興財団

（公財）ひろしま産業振興機構

（公財）中国地域創造研究センター

（公財）北九州活性化協議会

（公財）宮崎県産業振興機構

燕商工会議所

大阪商工会議所

五島市商工会

フードバレーとかち推進協議会

商工団体 次世代医療システム産業化フォーラム

食と農林漁業を柱とした地域産業政策『フードバレーとかち』

五島列島の地域微⽣物資源「五島つばき酵⺟」開発・応⽤事業による地域産業振興支援

受賞機関事業主体 受賞事業名

質感・色感などの感性研究を活⽤した産学官連携による地域産業のイノベーション活動

震災復興版イノベーション推進事業

産業支援機関と公設試の連携による『“新”みやぎ自動車産業取引あっせんモデル』（提案
型あっせん手法）の構築

水産加工業の新たな発展に向けた伴走型支援の展開

研究開発から事業化までの一貫支援による「北海道バイオ・ヘルスイノベーション」の新
たな価値創造

公的産業支援機
関

『さいたまヨーロッパ野菜研究会』⽣産者とシェフ、地域機関の連携による、新たな地域
ブランド創造支援

訪問型ワンストップコーディネート支援活動“出張キャラバン隊”を軸にした川崎モデル
『産学連携/大手企業知財交流事業』

デザイン視点での企業支援 ニイガタIDSデザインコンペティション、百年物語プロジェク
ト、Design LAB

「次世代自動車センター浜松」による次世代自動車ビジネス獲得のための、輸送⽤機器産
業関連の地域中小企業に対する支援事業

北九州地域産業人材育成フォーラム

地方中小都市における自助独立・継続性を重視した産学官連携による中小企業支援

県内支援機関の共同によるアントレプレナーシップ醸成からベンチャー企業の創出・育成
までのシームレスな支援体制の構築

地域のものづくりを柱とする「とかち型ビジネス支援」プログラム

地域自動車関連産業の持続的発展を目指した産学官連携活動

航空宇宙産業クラスター形成事業を先導とする地域産業の活性化事業と人材の育成

磨き屋シンジケート

ふくいオープンイノベーション推進機構

京都地域のイノベーション創出を支える研究開発型中小企業に対する総合産業支援事業

ひょうご中小企業技術評価制度

「神⼾開業支援コンシェルジュ」「神⼾起業操練所」「100年経営支援事業」による総合
的な創業支援

創業支援事業

アジア留学⽣ビジネスネットワーク構築支援事業

みやざきフードビジネス相談ステーション

シックケア社会からスマートライフケア社会への変革を目指すCOINSの『体内病院』プロ
ジェクト
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岩手ネットワークシステム（INS）

ＮＰＯ法人植物工場研究会

にいがた雪室ブランド事業協同組合

NPO法人諏訪圏ものづくり推進機構

ぎふ技術革新センター運営協議会

やさいバス（株） 地域とつくる地産地消を推進する⻘果流通システム

みせるばやお

つやま産業支援センター

つやま産業支援センター

呉自社商品開発協議会

（株）⻄条産業情報支援センター

（株）まちづくり松山

九州環境エネルギー産業推進機構

九州半導体・エレクトロニクスイノベーショ
ン協議会

（株）あつまるホールディングス

熊本県次世代ベンチャー創出支援コンソーシ
アム

国立大学法人北海道大学

北海道情報大学

国立大学法人室蘭工業大学

国立大学法人弘前大学、（地独）⻘森県産業
技術センター、ひろさき産学官連携フォーラ
ム
国立大学法人弘前大学ＣＯＩ研究推進機構
（健康未来イノベーションセンター）

国立大学法人東北大学

慶應義塾大学先端⽣命科学研究所

富山大学地域連携推進機構

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

国立大学法人金沢大学

国立大学法人山梨大学

国立大学法人信州大学

産学連携による次世代スマート植物工場技術強化およびグローバル展開支援

諏訪圏（６市町村）における地域活性化の取り組み〜”ＳＵＷＡブランドのものづくり”へ
の挑戦〜

大学・高専

研究成果の実⽤化を促進する産学連携モデルの提供と東日本大震災からの復興支援等を通
じた社会実装の実践

第三セクター・
任意団体等

地域産業振興・活性化を目指した産学官⺠のネットワークの形成

まちの井⼾端会議から⽣まれる共創イノベーション〜誰もがいつでも気軽にクリエイティ
ブを！〜

自社商品開発と事業化にかける120社が集う、広島県呉地域の異業種交流団体の成⻑と挑
戦
四国経済を牽引する「総合６次産業都市」の実現〜農業界と経済界の連携および産学官金
連携によって推進する新産業創出イノベーション〜

九州の半導体・エレクトロニクス関連産業の新分野展開・新ビジネス創出

ぎふ技術革新センターを中核とした産学官連携

ステンレス加工技術に特化した人材育成とクラスター的取組によるリーディング産業の振
興

KUMAMOTO TECH PLANTER（熊本テックプランター）

新たなシルク蚕業を創⽣するプロジェクト『SILK on VALLEY YAMAGA』

世界的な統合システムバイオロジー研究拠点形成による地域活性化と社会貢献

食のヒト介入試験システム”江別モデル” による、食と健康のイノベーション拠点形成

地域資源を活⽤した地域発イノベーション創出型人材育成事業

「能登里山里海マイスター」育成プログラム

地域資源『ガゴメコンブ』を活⽤した産学官連携による地域おこし

大学の研究成果等を活⽤した中小ものづくり企業の発展に貢献する事業（全国規模の鋳物
関連中小企業広域ネットワーク（鋳物シンジケート）の構築および支援）

ワイン人材⽣涯養成拠点

信州100年企業創出プログラム

健康ビッグデータをハブに産学官金⺠の強固な連携で新産業創出をめざす弘前大学『寿命
革命』プロジェクト

未利⽤資源活⽤型ヘルス＆ビューティ産業クラスター創⽣支援プログラム

北陸地域の活性化を目指した新産業創出と人材育成

海外展開支援プラットフォーム構築による環境ビジネス創出支援事業

天然雪の冷蔵倉庫「雪室」を活⽤した、雪国発信の食ブランド「越後雪室屋」

高付加価値企業・産業の育成とオープンファクトリー開催による持続可能な産業形成

地域が持続的発展を実現するために必要な金流・商流・人流の地域デジタルマーケティン
グインフラ構築事業
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学校法人光創⽣大学院大学

国立大学法人島根大学次世代たたら協創セン
ター

国立大学法人広島大学

国立大学法人高知大学

高知工業高等専門学校

国立大学法人熊本大学⽣命資源研究・支援セ
ンター

国立大学法人宮崎大学

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園

（地独）⻘森県産業技術センター

（国研）農業・食品産業技術総合研究機構

JST復興促進センター

（地独）東京都立産業技術研究センター

⻑野県工業技術総合センター

香川県産業技術センター発酵食品研究所

群馬県信⽤保証協会

城南信⽤金庫

（株）山梨中央銀行

大阪シティ信⽤金庫（旧：大阪市信⽤金庫）

（株）池田泉州銀行

大阪信⽤金庫

（一社）兵庫県信⽤金庫協会

徳島県信⽤保証協会 創業支援事業『創業するなら保証協会へ！』

強固なネットワークを活⽤した伴走型ソリューション

金融機関・金融
関連機関

国立研究開発法
人・公設試等

地域活性化事業に挑む！『市信PLUS事業』〜協創関係による地域活性化モデル事業〜

川上・川下ビジネスネットワーク事業

山梨中銀経営支援コーディネートサービス

２つの助成金制度を活⽤した企業サポート

広域首都圏輸出製品技術支援センター（MTEP)による中小企業向け海外展開支援サービス

地域資源製品開発支援センター事業

高知県の基盤産業である第一次産業を活性化させる微細気泡システムの研究開発

臨床評価・予防医学研究プロジェクトによる地域食品産業支援及び食品臨床試験プロ
フェッショナル人材の育成

土佐フードビジネスクリエーター人材創出事業

光の応⽤産業を創出・発展させるための技術・経営一体型ハンズオン支援事業

次世代たたら協創センター「NEXTA」を中心としたオープンイノベーションの拠点づくり

よい仕事おこしネットワーク

地域エコフィードを活⽤した高品質畜産物⽣産に基づいた産官学連携による畜産支援

周年マルチ点滴かん水同時施肥法（マルドリ方式）の開発および技術導入・運営支援によ
る高収益カンキツ経営の実現

世界のゲノム科学を支援するゲノム編集動物に関する基盤技術開発の地域連携

OISTスタートアップアクセラレータープログラム 〜OISTを核とした沖縄県におけるイ
ノベーションエコシステムの実現〜

女性創業応援チーム「シルキー クレイン」をはじめとした創業トータルサポート体制

⽣産指導ＤＸによる産地におけるブランド米の⽣産支援

小豆島オリーブトップワンプロジェクト支援のためのオリーブ利活⽤技術の開発

マッチングプランナーによる被災地復興支援の取組
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