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１．研究開発施設共用等促進費補助金について 

 

Ⅰ．補助金の概要 

「研究開発施設共用等促進費補助金」は、大学・独立行政法人等が保有する先端

研究施設を共用に供するために必要な経費や実験動植物等のバイオリソースの供用

のための体制整備等に係る経費を補助することによって、基礎研究からイノベーション

創出に至るまでの科学技術活動全般の高度化を図るとともに国の研究開発投資の効

率化を図るために、平成２１年度から文部科学省が新たに開始しました。 

なお、本補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０

年法律第１７９号）」、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和

３０年政令第２５５号）」、及び本補助金を構成する各事業において定められた交付要綱、

取扱要領の適用を受けます。 

 

Ⅱ．補助金を構成する各事業 

「研究開発施設共用等促進費補助金」は、「先端研究施設共用促進事業」及び「ナ

ショナルバイオリソースプロジェクト」の２つの事業によって構成されています。各事業の

概要は以下のとおりです。 

 

（１）「先端研究施設共用促進事業」＜今回の公募対象です。＞ 

先端研究施設を保有する大学・独立行政法人等に対して、当該施設を産学官の研

究者等の共用に供するために必要な経費（運転経費、技術指導研究員の配置等）を補

助することにより、共用を促進します。 

 

（２）「ナショナルバイオリソースプロジェクト」＜今回の公募対象外です。＞ 

ライフサイエンス研究の基礎・基盤となるバイオリソースについて収集・保存・提供を

行うとともに、バイオリソースの付加価値向上により時代の要請に応えたバイオリソース

の整備を行うものです。また、バイオリソースの所在情報等を提供する情報センター機

能を強化することとしています。 

 

また、各事業内容等は、以下のウェブページをご参照ください。 

「先端研究施設共用促進事業」 

 研究施設共用総合ナビゲーションサイト「共用ナビ」（http://kyoyonavi.mext.go.jp/） 

「ナショナルバイオリソースプロジェクト」 

  ナショナルバイオリソースプロジェクト情報公開サイト（http://www.nbrp.jp/） 
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２．先端研究施設共用促進事業について 

 

Ⅰ．事業の目的 

「先端研究施設共用促進事業」（以下、「促進事業」とする。）は、大学・独立行政法人

等の保有する先端研究施設※の共用を促進することにより、基礎研究からイノベーショ

ン創出に至るまでの科学技術活動全般の高度化を図るとともに国の研究開発投資の

効率化を図ることを目的とするものです。 

 

※ 先端研究施設とは、「研究開発に係る施設及び設備であって、科学技術の広範な

分野又は多様な研究等に活用されるもの」であり、複数の施設や設備を組み合わせ

ることにより、このような条件を満たすものも含みます。 

 

Ⅱ．事業の概要 

（１） 補助対象機関 

補助対象機関は、以下のア）～エ）のいずれかに該当する国内の機関とします。 

ア） 大学及び高等専門学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定す

る大学及び高等専門学校をいう。） 

イ） 大学共同利用機関法人（国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第３

項に規定する大学共同利用機関法人をいう。） 

ウ） 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に

規定する独立行政法人をいう。） 

エ） その他法律に規定されている法人 

 

（２） 補助要件 

以下のア）～エ）の全てを満たすことが補助要件となります。ただし、イ）～エ）につい

ては、事業開始前においては、補助要件を満たされるための具体的計画があれば、こ

れを満たすものとみなします。 

ア） 機関が保有する先端研究施設の利用ニーズが存在し、補助金の交付により更な

る共用が見込めること 

イ） 妥当な課金制度を含めた共用に供するための適切な体制が整備されていること 

ウ） 機関が保有する先端研究施設の持つ特性、利用ニーズ等に応じた共用に供する

ための目標や計画が設定されていること 

エ） 先端研究施設を利用するために必要な情報提供等、利用を促進するための業

務を実施する体制が整備されていること 
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（３） 補助事業 

① 補助事業の内容 

補助事業者は、促進事業の目的を達成するために必要な事業（以下、「補助事業」

という。）として、その保有する先端研究施設について、補助事業者以外の研究者等

による利用のために提供できる適切な施設利用時間（マシンタイム）を確保し、利用課

題の募集・選定を行った上で、選定された者に対し、原則、有償でその施設を利用さ

せるものとします。その際、補助事業者は、施設の利用者に対して必要な技術的支援

等を行う体制を構築するものとします。 

また、補助事業者は、産業界からの利用を促進するために、産業界の利用ニーズ

の掘り起こしを目的とした無償利用（以下、「トライアルユース」という。）の枠組みを設

けることができ、利用課題の募集・選定、利用支援体制等においても産業界からの利

用を促進するための配慮をすべきものとします。 

なお、本促進事業を実施するにあたり、保有する先端研究施設を再整備、更新など

を行うことも可能ですが、それに係る経費については、補助の対象外です。 

 

② 補助事業の実施条件 

ⅰ） 課金制度 

補助事業者は、課金制度として、先端研究施設の利用ニーズや利用成果の取扱

い等に応じて、合理的な積算根拠を有する利用料金を規定するものとします。その

際、利用料金は利用に伴う費用に見合うものである必要はなく、先端研究施設の利

用ニーズや利用成果の取扱い等に応じて、補助金の活用により、費用に照らして安

価な利用料金とするような柔軟な制度設計も可能ですが、そのような料金を設定す

る合理的な理由を示す必要があります。 

ⅱ） 利用課題の募集、選定 

補助事業者は、公平性を確保するため、利用課題を広く募集するとともに、所属、

専門分野等に著しい偏りが生じない委員により構成される課題選定委員会等により、

利用課題を選定するものとします。また、ウェブページ等で、先端研究施設の概要、

利用条件、利用課題の募集情報等の情報提供に努めるものとします。 

ⅲ） 利用支援体制の構築 

先端研究施設の共用を促進するためには、施設の利用に必ずしも慣れていない

利用者が利用しやすい環境を整備することが重要であるため、補助事業者は利用

支援体制を構築しなければなりません。具体的には、先端研究施設の共用を技術

的に支援する「施設共用技術指導研究員」、利用者に対して利用課題への提案・相

談を担当する「共用促進リエゾン」等を置くことができます。 

ⅳ） トライアルユース 

トライアルユースは、同一部署による利用又は同種の課題に関する利用につい

て、２利用単位までに限ることとします。利用単位については、補助事業者が施設

の特性等に応じて設定するものとしますが、設定する利用単位の合理的な理由を

示す必要があります（１年間を超える期間を単位とすることは認められません。）。 
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ⅴ） 利用成果の取扱い 

利用課題の実施により生じた知的財産権の帰属や利用成果の報告等について

は、補助事業者の規定等に従って対応するものとします。ただし、トライアルユース

の場合には、以下に従うものとします。 

・ 補助事業者は、利用課題終了後、利用者に対して速やかに利用成果報告書の

提出を求め、ウェブページ等で公開するものとします。ただし、特許取得を意図し

ているなどの理由により利用者が公開の延期を希望する場合には、補助事業者

は、その公開を必要な期間（ 大２年間）延期するものとします。 

・ 補助事業者は終了した利用課題について適切な評価を実施するものとします。 

・ 補助事業者は、利用成果が特許出願、特許取得、製品化につながった場合は、

速やかに文部科学省に報告するものとします。 

 

③ 補助事業の事業期間 

文部科学省は、３年毎に補助事業者の評価を実施し、補助事業継続の可否を判定

します。 

 

（４） 補助対象経費等 

① 補助対象経費 

補助対象経費は、補助事業者が補助事業を実施するための業務に要する（１）運

転・維持管理等経費及び（２）利用促進業務経費の全部又は一部とします。それぞれ

の経費の具体的な内容は、以下の「表 補助対象経費について」のとおりとします。 

表 補助対象経費について 

補助対象経費の区分 内 容 

（１）運転・維持管理等経費 
・先端研究施設を共用に供するための運転・維持管

理等に要する経費 

（２）利用促進業務経費 

・利用者の選定業務に要する経費 

・利用者の技術的支援、利用者への情報提供、利用

者からの相談対応等、利用者に対する支援業務に

要する経費 

 

※ 補助事業は、補助事業者が既に保有している先端研究施設により実施するもの

であるため、この事業を実施するために必要となる先端研究施設の整備・改修・更

新等については、原則、補助対象経費となりません。しかし、補助事業を実施する

に当たり必要となる先端研究施設に付属する装置・機器の購入・改修等の費用に

ついては、補助対象経費として認められる場合があります。 

 

② 補助金の算定 

補助金は、補助事業を実施するために補助事業者が実際に負担（支出）した補助
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対象経費から、補助事業において、共用に供することによって得る利用料収入のうち

補助対象経費に充てるべきものとされる部分を減額した収支差に相当する額を補助

します。（ただし、補助金交付決定額を上限とする） 

実際に負担（支出）した経費とは、補助事業者が他の機関等に支出した経費です。

したがって、施設利用者が料金単価に基づいて負担すべき施設利用料を、この補助

金で補助することはできません。 

 

【補助金の算定式】 

    補助金 ＝ 運転・維持管理等経費 ＋ 利用促進業務経費 - 利用料収入※ 

 

※ 利用料収入のうち補助対象経費に充てるべきものとされる部分の範囲について

は、利用料金の積算根拠に補助対象経費に該当しない経費（以下、「補助対象外

経費」という。）が含まれるか否か、またいかなる割合で補助対象経費が含まれる

かを判定した上で算定する必要があるため、これらの詳細が分かる資料を文部科

学省に提出し、承諾を得なければなりません。その結果、利用料金の積算根拠に

補助対象外経費が含まれる場合は、利用料収入のうち当該経費分については減

額しません。 

 

③ 補助金の費目 

補助事業の実施に当たって、補助対象とする費目は以下のとおりとし、さらに人件

費及び事業実施費にあっては費目の内訳を示す「種別」に区分するものとします。 

ⅰ）設備備品費： 補助事業者が資産として取り扱うものを取得、製造または効用を増

加させるための経費 

ⅱ）人件費： 雇用契約等を締結し補助事業に従事する者に、その労働の対価として

支払うもの及び雇用主が負担するその法定福利費 

（種別）事業担当職員、補助者等、法定福利費 

ⅲ）事業実施費：上記以外の経費： 

（種別）消耗品費、国内旅費、外国旅費、外国人等招へい旅費、諸謝金、会議

開催費、通信運搬費、印刷製本費、借損料、雑役務費、電子計算機諸費、

保険料、光熱水費（使用量が特定できる場合、もしくは支出根拠が明示で

きる場合に限る） 

ⅳ）その他文部科学大臣が認めた経費： 

通常は認められませんが、促進事業の目的に合致し、補助対象経費の範囲であ

って、ⅰ）～ⅲ）に分類できないものについて、特に必要がある場合、認められる場

合があります。 

 

④ 額の確定 

補助事業の実施結果等が補助金の交付決定の内容（補助事業の内容が変更承認

された場合には、その承認された内容）及びこれに附した条件に適合すると認められ
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たときには、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知します。補助金の確

定額は、補助事業者が実際に支出した、又は支出が確定した補助対象経費の額から、

補助事業において、共用に供することによって得る利用料収入のうち補助対象経費に

充てるべきものとされる部分を減額した額と交付決定額のいずれか低い額となりま

す。 

その際に、補助事業において共用に供するための費用とその他施設利用のための

費用を区別して管理することが困難な場合には、補助対象とする費目及び種別毎に、

施設全体の運転時間に対する補助事業において共用に供する運転時間が占める割

合（共用率）等で案分して、補助事業費に計上することを認めるものとします。また、利

用料収入のうち補助対象経費に充てるべきものとされる部分を確定する必要がある

ため、利用料金設定の考え方や、利用料収入のうち補助対象外経費に充てるべきも

のとされる部分の確認も行いますので、ご留意願います。 

 

３．先端研究施設共用促進事業 補助事業者の公募について 

Ⅰ．選定の方法等 

（１） 選定の方法 

外部有識者からなる「先端研究施設共用促進事業 審査評価会」において、以下の２

段階審査を行い、その審査結果を踏まえ文部科学省が選定します。なお、審査等の過

程で、必要に応じ計画の見直し等を求めることがあります。 

① 第１次審査（書面審査） 

      提案書類に対する書面審査を行います。 

② 第２次審査（ヒアリング審査） 

      第１次審査の結果に基づき、必要に応じ提案代表者等に対するヒアリングを

行います。その場合、日時、場所等は提案書類に記載されている事務連絡担

当者を通じて通知します。 

 

審査方法等については、別添１「先端研究施設共用促進事業 補助事業者の選考に

係る審査実施要綱」をご参照下さい。 

 

すべての審査終了後、事務連絡担当者を通じて採択の可否の結果等を通知します。

選考の途中経過についてのお問い合わせには応じられません。なお、第１次審査を通

過しなかった提案に対して、第１次審査終了時にその結果を通知することはありません

のでご了承ください。なお、審査は非公開で行われ、提案機関との利益相反を配慮して

担当委員を決定します。 

  

（２） 採択件数、事業規模 

総額４千万円程度で、各機関の補助事業規模を踏まえて若干数の補助事業を採択

する予定です。補助金の交付額は、提案内容の審査結果等を踏まえ、補助事業の実施
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に係る経費を算定し、決定します。 

 

Ⅱ．事業実施の細目 

（１） 複数の機関による連携・協力について 

補助事業をより効果的かつ効率的に実施するために複数の機関が連携・協力するこ

とも可能ですが、連携・協力しているすべての提案機関が採択されるとは限りません。 

 

（２） 施設共用に係る総合的な案内窓口への協力 

促進事業では、研究施設の共用を促進するための必要な情報を収集・整理して提供

することにより、利用者の利便性の向上を図るため、総合的な案内窓口とするウェブペ

ージ「研究施設共用総合ナビゲーションサイト（http://kyoyonavi.mext.go.jp/）（「共用ナ

ビ」）」が開設されています。具体的には、研究施設の概要（研究施設の性能、利用条件、

当該施設における研究の成果）、各機関の募集・採択状況の情報、研究施設の混雑状

況、イベント情報（成果発表会等）、成果に関するニュース等を提供しつつ、案内窓口と

して利用者からの相談を受け付けています。 

そのため、補助事業者には、当該窓口を通じて、情報提供・更新等にご協力していた

だきます。 

 

（３） 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に準ずる執

行管理 

本補助金は、文部科学省で策定した当該ガイドラインに準じて、適正な執行管理を行

う必要があります。 

 

（４） 会計検査等への対応 

補助事業者には、本補助金の執行等について、会計検査院による会計検査、文部科

学省による額の確定調査等に対応していただきます。 

 

Ⅲ．提案調査票の作成・提出方法 

（１） 提案調査票について 

提案機関と審査評価会委員の利益相反関係を確認するため、提案を行おうとする際

は、提案調査票の提出にご協力していただきます。 

なお、提案調査票は、あくまで公募締切までに、選定にあたっての利益相反関係を確

認するためのものであり、本票を提出しなくても審査の対象外になるということはありま

せん。 

 

（２） 提案調査票の作成について 

JST のホームページ（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh22-3.html）から、提案調

査票の様式をダウンロードすることができます。なお、ファイルの形式は Word2003 とな

っています。 
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（３） 提案調査票の提出方法、提出締切等について 

①提出方法 

提案調査票の提出は、以下の送信先まで電子メールに添付して送信してください。 

【メール送信先】 

（独）科学技術振興機構 研究振興支援業務室 担当 

E-mail: kyoyo@keytech.jst.go.jp 

②提出締切 

平成２２年７月１６日（金）（当日１７時必着） 

③留意事項 

・送信メールの件名（Subject）は、「機関名（○○研究所、○○センターなど）」を付け

てください。 

・添付ファイル名には、「機関名（施設名）」を付けてください。 

・到着後、翌営業日中に送信者に対してメールにて、受領の連絡をいたします。 

 

Ⅳ．提案書類の作成・提出方法 

（１） 提案書類の様式 

① 提案書類の様式は、提案書類チェックシート及び提案様式で構成しています。また、

提案書類は、日本語で作成して下さい。 

② JST のホームページ（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh22-3.html）から、提案書

類の様式をダウンロードすることができます。なお、ファイルの形式は Word2003、

PDF となっています。 

③ 全てＡ４版とし、正確を期すため、ワープロ等判読しやすいもので作成、記述して下

さい。 

④ 提案書類には通し番号（表紙から１／○とし、以降２／○、３／○とする通しページ、

○には総ページ数を記入）を中央下に必ず打って下さい。ただし、チェックシートと添

付資料は除きます。 

⑤ 提案書類については、それぞれ左肩をクリップ止め（ホッチキスでは止めないで下さ

い。）にして、２部（正本１部、副本１部）提出願います。なお、その際に両面印刷及

び両面コピーは認めません（電子メールでの提出を除く。）。 

⑥ ページ数の制限を踏まえ、冗長にならないように、分かりやすくかつ明瞭に作成して

ください。 

⑦ カラーで作成いただいても構いませんが、審査等の際には白黒コピーで対応します

ので予めご了承願います。 

 

（２） 提案書類の作成 

① 以下の書類を提出して下さい。 

     ・提案書類チェックシート 1 枚 

     ・提案書類（添付資料等を含む）  

電子メールによる提出の場合：１部 
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送付（郵便、宅配便等）・持参の場合：２部（正本１部、副本１部）とPDFデータを

入れた CD-ROM（１式） 

 ⇒正本、副本は、それぞれ左肩をクリップ止めしてください（ホッチキスでは

止めないでください。）。 

② 採択された機関については、平成２２年９月中旬（予定）までに、補助金交付申請書、

事業計画書等を提出していただきますが、その際、今回の提案書類に記載した内

容との間に大きな変更があった場合、必要な修正を加えて補助金交付決定を行う

場合や、採択を取り消すことがあります。 

③ 提案書類に、審査における判断の根本に関わるような重大な誤りや虚偽の記載、

記載漏れ等があった場合、審査対象とされないこともあります。また、採択後におい

ても採択が取り消されることがあります。 

④ 公平な審査を行うため、一度提案書類を受領した後の修正（差し替え含む）は、一

切認めません。 

⑤ 提案書類及び CD-ROM は返却しません。 

⑥ 提案書類は、補助事業者の選考に関する資料として使用します。提案内容に関す

る秘密は厳守します。 

⑦ 生命倫理及び安全の確保に関し、提案代表者が所属する機関の長等の承認・届

出・確認等が必要な課題については、必ず所定の手続きを行っておく必要がありま

す。なお、以上を怠った場合又は国の指針等（文部科学省のホームページ「生命倫

理・安全に対する取組」http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm を

参照）に適合しない場合には、選考の対象から除外され、採択の決定が取り消され

ることがありますのでご注意ください。 

 

（３） 提出方法 

① 提案書類の提出方法は、以下の３通りのいずれかとします。FAX による提案書類の

提出は受け付けません。 

    ◇電子メール 

・送信メールの件名（Subject）は、「機関名（○○研究所、○○センターなど）」を

付けてください。 

・添付ファイル名は、「機関名（施設名）」を付けて、罫線等のズレを防ぐため、必

ず PDF 形式のファイルにして送信してください。 

・メールサーバーの都合、添付ファイルは４MB 以下でお願いします。容量を超え

るおそれがある場合は、送付（郵便、宅配便等）若しくは持参での提出をお願

いいたします。 

・到着後、翌営業日中に受領通知を送信者に対してメールにて返信します。 

    ◇送付（郵便、宅配便等） 

・必ず配達が確認できる方法（簡易書留、宅配便等）で送付願います（締切日時

までに提出先に必着とします。）。 

・送付中の事故・遅延等について、当方では責任を負いかねます。 
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・到着後、翌営業日中に受領通知を提案書類に記載されている事務連絡担当者

に対してメールにて送信します。 

    ◇持参 

・事前に、連絡のうえ、平日１０時～１７時（１２時～１３時を除く。）にご持参願い

ます。 

・受理後、翌営業日中に受領通知を提案書類上に記載されている事務連絡担当

者に対してメールにて送信します。 

・受付 終日は１６時までとなっており、混雑が予想されますので、時間に余裕

をもってご持参願います。なお、締切時刻後の受付は一切できませんので、予

めご了承ください。 

 

（４） 提案書類の提出先及び提出締切 

① 提案書類の提出先 

      〒１０２－００７３ 

       東京都千代田区九段北４－１－７ 九段センタービル６階 

       独立行政法人 科学技術振興機構 研究振興支援業務室 

       先端研究施設共用促進事業 担当 

       ＴＥＬ 03-5214-7990 

       E-mail: kyoyo@keytech.jst.go.jp 、URL: http://www.jst.go.jp/keytech/ 

 

② 提案書類の提出は、以下の提出締切までにお願いします。 

・電子メールの場合：平成２２年７月２３日（金） 

（当日１６時までの送信記録のあるもの） 

・送付の場合：平成２２年７月２２日（木）（当日正午必着） 

・持参の場合：平成２２年７月２３日（金）（当日１６時まで） 

※文部科学省では、平成２２年度の本促進事業に係る事務支援業務につきましては、

（独）科学技術振興機構（以下「JST」）へ、業務委託しております。そのため、提案書

類の提出先などは、JST となっておりますので、ご留意願います。 

 

（５） 留意事項 

① 所属機関の同意 

提案代表者は促進事業に提案するまでに以下について、それぞれの所属機関の

同意（所属機関の長（例：大学の場合は学長、独立行政法人の場合は理事長など）

又は権限委任された者の同意）を得ておく必要があります。 

     ・補助事業を、当該所属の機関の業務の一部として行い、所属機関の長が補助

金交付申請を行うこと 

     ・当該所属機関以外の者が、当該所属機関の研究施設等を使用すること 

     ・補助事業の実施に際し、当該所属機関が経理事務等を行うこと 
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② 重複申請の制限等 

提案書類の提出後に、他の事業に申請等を行った場合、あるいは、他の事業にお

ける採否の結果が判明した場合など、提案内容に変更が生じた場合は、遅滞なく本

提案を含め申請等書類の提出先（JST）に報告して下さい。他事業の採否について虚

偽の報告があった場合、本促進事業の採択を取り消すことがあります。 

なお、重複申請の制限等の調査に必要な範囲において、国または独立行政法人

の研究費助成制度等の担当者と必要に応じて情報交換を行うことがありますので、

あらかじめご了承下さい。 

 

③ 補助事業者への補助金交付額 

補助事業者が保有する先端研究施設を共用に供するために必要となる経費すべ

てを補助するものではありません。補助金の交付額については、毎年度、共用に供

するために必要な経費や利用料収入見込み額を算定し、予算額の範囲で決定しま

す。 

 

④ 補助事業の考え方 

本事業は、先端研究施設を自主的に共用に供する機関を前提として、支援を行うも

のです。補助事業者は、採択後、先端研究施設の共用促進に対する取り組みの他、

補助金の効果的・効率的な利用にも努めることとします。 

 

Ⅴ．スケジュール・問い合わせ先・事業説明会 

（１） スケジュール 

公募開始 平成２２年６月２９日（火） 

事業説明会開催 平成２２年７月 ６日（火） 

提案調査票提出締切 平成２２年７月１６日（金） １７時（必着） 

公募締切（提案書類提出） 平成２２年７月２３日（金） １６時（必着） 

書面審査 平成２２年７月下旬～（予定） 

ヒアリング審査                平成２２年８月下旬（予定） 

採択機関決定・交付内定通知 平成２２年９月上旬（予定） 

補助金交付申請書等提出締切 平成２２年９月中旬（予定） 

補助金交付決定通知 平成２２年９月下旬（予定） 

補助事業開始 平成２２年１０月（予定） 

 

（２） 問い合わせ先 

本公募に関する質問等がありましたら、以下にご連絡ください。問い合わせは原則、

電子メールでお願いします。電話による問い合わせは、月曜～金曜（祝日を除く。）の、

１０時～１７時（１２時～１３時を除く。）とします。 

 

 ○制度、事業内容に関するお問い合わせ先 
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  文部科学省 研究振興局 研究環境・産業連携課 

  先端研究施設共用促進事業 担当 

   ＴＥＬ 03-6734-4073   ＦＡＸ 03-6734-4074 

   E-mail: kyoyo@mext.go.jp 

 

 ○書類作成・提出に関するお問い合わせ先 

独立行政法人 科学技術振興機構 研究振興支援業務室 

先端研究施設共用促進事業 担当 

   TEL 03-5214-7990 

   E-mail: kyoyo@keytech.jst.go.jp 

 

（３） 事業説明会 

促進事業に関する事業説明会を、下記の URL のとおり、７月６日(火)に実施いたし

ます。 

http://kyoyonavi.mext.go.jp/topics/news/show/341 

会場の準備の都合、出席希望の方は、７月５日（月）午後５時までに、出席者全員

の所属、氏名（１提案当たり２名まで）を記載し、kyoyo@keytech.jst.go.jp まで電子メー

ルにて送信してください。（こちらからの受領確認メールは送りません） 

また、７月５日（月）午後５時までに参加登録が無い場合でも、当日受付もいたしま

すので、事業説明会には出席できます。本事業説明会に出席頂かない場合でも、本

事業への提案は可能です。 


