
農林水産技術会議事務局競争的資金事業等に係る 

事業・公募説明会 

 

ブロック名 

（場所） 
日時・場所 

全国 

（東京都） 

平成 31年 1月 18日（金） 14:00～16:30 

TKPガーデンシティ PREMIUM秋葉原 3A会議室 

北海道 

（札幌市） 

平成 31年 1月 16日（水） 13:30～16:00 

ホテル札幌ガーデンパレス 2階丹頂 

東北 

（仙台市） 

平成 31年 1月 23日（水） 13:00～16:00 

TKPガーデンシティ PREMIUM仙台西口 ホール 7A 

関東 

（さいたま市） 

平成 31年 1月 25日（金） 13:00～15:00 

さいたま新都心合同庁舎 2号館 5階共用中研修室 5B 

北陸 

（金沢市） 

平成 31年 1月 24日（木） 13:00～15:00 

金沢広坂合同庁舎１階共用大会議室 

東海 

（名古屋市） 

平成 31年 1月 21日（月） 13:00～16:00 

AP名古屋. 名駅 8階 BCD室 

近畿 

（京都市） 

平成 31年 1月 23日（水） 13:30～17:00 

ルビノ京都堀川 地下 1階 平安の間 

中国・四国 

（岡山市） 

平成 31年 1月 24日（木） 13:30～16:30 

岡山第 2合同庁舎 2階共用会議室 

九州・沖縄 

（熊本市） 

平成 31年 1月 21日（月） 13:00～16:00 

熊本地方合同庁舎 A棟 1階共用会議室 

 

 

  



■全国説明会（東京会場） 

  

日時：平成 31年 1月 18日（金） 14:00～16:30 

場所：TKPガーデンシティ PREMIUM秋葉原 3A会議室 

住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-7-5 

（アクセス：JR秋葉原駅 電気街口 徒歩 4分） 

（URL： https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-akihabara/ ）  

お問合せ先： 

国立研究開発法人 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（生研支援センター）（担当：中谷、村山） 

（電話：044-276-8995） 

定員数：250名を予定 

申込方法：以下の URLからお申し込みください 

申込フォーム： 

http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/innovation/news/2018/120781.html 

 

申込み締切：平成 31年 1月 11日（金）17時 

 

※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにもで

きる限り事前登録をお願いします。 

※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく第

三者に提供しません。 

※公募内容説明終了後、事前申し込み者を対象に農林水産省産学連携支援コーディネー

ターによる個別相談（研究内容や研究機関のマッチング等）を実施します。個別相談の

お申込みは以下までお願いします。 

【お問合せ先】(公社)農林水産･食品産業技術振興協会(JATAFF)(担当：川畑) 

        E-mail:renkei@jataff.jp、TEL：03-3586-8644 

【申込方法】メールにて、renkei@jataff.jp までお申し込みください。件名に「農林

水産省競争的資金個別相談会（1 月 18 日、全国）申込み」と記載頂き、本文に①ご氏

名、②所属機関名、③連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）、④ご相談の内容を

ご記入ください。 

お申し込みが定員に達しましたら受付を締め切らせていただきますので、予めご了解く

ださい。 

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-akihabara/
http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/innovation/news/2018/120781.html


■北海道ブロック（札幌会場） 

  

日時：平成 31年 1月 16日（水） 13:30～16:00 

場所：ホテル札幌ガーデンパレス 2階丹頂 

住所：札幌市中央区北 1条西 6丁目（アクセス：札幌駅から徒歩 10分） 

（URL： https://www.hotelgp-sapporo.com/） 

お問合せ先： 

国立研究開発法人 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（生研支援センター）（担当：中谷、村山） 

（電話：044-276-8995） 

NPO法人 グリーンテクノバンク（電話：011-210-4477）（担当：折登（おりと）） 

※ 会場については NPO法人 グリーンテクノバンクまでご連絡ください 

定員数：150名を予定 

申込方法： 

・様式（自由）：氏名、機関、連絡先（メールアドレス、電話番号）とイノベーション

創出強化研究推進事業に関する相談案件の有無を記載してメールで申込。 

・相談案件ありの場合：①農林水産省・生研センター（事業内容等）、②グリーンテク

ノバンク（研究内容等）のいずれかから相談希望機関と「テーマ・概要（差しつかえな

い範囲）、具体的相談希望項目」を申込と同時に提出。（当日相談申込には、応じられな

い場合があります） 

・相談に対応する農林水産省産学連携支援コーディネーターには守秘義務があります。 

◆連絡先・申込先 

NPO法人グリーンテクノバンク札幌市中央区北 2条西 1丁目 10番地ピア 2-1 5階 

折登（おりと） 

メール： gtbh@almond.ocn.ne.jp、電話：011-210-4477 

申込み締切：平成 31年 1月 10日（木）17時 

 

※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにもで

きる限り事前登録をお願いします。 

※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく第

三者に提供しません。 

※事業・公募説明会終了後、事前申込者を対象とした農林水産省産学連携支援コーディ

ネーターによる個別相談（研究内容や研究機関のマッチング等）を実施します。 

 

https://www.hotelgp-sapporo.com/
mailto:gtbh@almond.ocn.ne.jp


■東北ブロック（仙台会場） 

  

日時：平成 31年 1月 23日（水） 13:00～16:00 

場所：TKPガーデンシティ PREMIUM仙台西口 ホール 7A 

住所：宮城県仙台市青葉区花京院 1-2-15 ソララプラザ 

（アクセス： JR東北本線 仙台駅 西口 徒歩 3分  

       仙台市地下鉄南北線 仙台(地下鉄)駅 徒歩 3分） 

（URL： https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-sendai-nishiguchi/） 

※会場には駐車スペースがありませんので、公共交通機関を利用してください。 

お問合せ先： 

国立研究開発法人 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（生研支援センター）（担当：中谷、村山） 

（電話：044-276-8995） 

東北地域農林水産・食品ハイテク研究会（担当：藤井）（電話：080-2806-9926） 

定員数：100名を予定 

申込方法： 

氏名、連絡先（電話&FAX、メールアドレス等）・所属（団体名)又は住所（市町村名まで

で構いません)、個別相談の希望の有無を、下記の申込先へ FAX 又はメールで事前にお

申込みください。 

参加申込書及び個別相談会申込書は、東北地域農林水産・食品ハイテク研究会のホーム 

ページから入手できます。（HP：http://tohoku-hightech.jp/） 

【申込先】 

メール：tohoku-hightech@kej.biglobe.ne.jp 

TEL：080-2806-9926 

FAX：019-643-3588 

締切：平成 31年 1月 17日（木）17時 

 

※定員を超えた場合等に御連絡することがございますので、連絡先をお知らせくださ

い。 

※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにもで

きる限り事前登録をお願いします。 

※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく第

三者に提供しません。 

※事業・公募説明会終了後、事前申込者を対象とした農林水産省産学連携支援コーディ

ネーターによる個別相談（研究内容や研究機関のマッチング等）を実施します。個別相

談を希望される場合は、個別相談会申込書にて事前にお申込みください。 

 

https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-sendai-nishiguchi/
http://tohoku-hightech.jp/
mailto:tohoku-hightech@kej.biglobe.ne.jp


■関東ブロック（埼玉会場） 

  

日時：平成 31年 1月 25日（金） 13:00～15:00 

場所：さいたま新都心合同庁舎 2号館 5階共用中研修室 5B 

住所：埼玉県さいたま市中央区新都心 2-1  

（URL：http://www.maff.go.jp/kanto/annai/address/honkyoku/kyoku.html） 

お問合せ先： 

国立研究開発法人 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（生研支援センター）（担当：中谷、村山） 

（電話：044-276-8995） 

定員数：100名を予定 

申込方法： 

以下の URLまたはメールかお電話にてお申し込みください 

申込フォーム： 

http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/innovation/news/2018/120781.html 

 

申込み締切：平成 31年 1月 23日（水）17時 

 

※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにもで

きる限り事前登録をお願いします。 

※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく第

三者に提供しません。 

※公募内容説明終了後、事前申し込み者を対象に農林水産省産学連携支援コーディネー

ターによる個別相談（研究内容や研究機関のマッチング等）を実施します。個別相談の

お申込みは以下までお願いします。 

【お問合せ先】(公社)農林水産･食品産業技術振興協会(JATAFF)(担当：川畑) 

        E-mail:renkei@jataff.jp、TEL：03-3586-8644 

【申込方法】メールにて、renkei@jataff.jp までお申し込みください。件名に「農林

水産省競争的資金個別相談会（1 月 25 日、関東）申込み」と記載頂き、本文に①ご氏

名、②所属機関名、③連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）、④ご相談の内容を

ご記入ください。 

お申し込みが定員に達しましたら受付を締め切らせていただきますので、予めご了解く

ださい。 

http://www.maff.go.jp/kanto/annai/address/honkyoku/kyoku.html
http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/innovation/news/2018/120781.html


■北陸ブロック（金沢会場） 

  

日時：平成 31年 1月 24日（木） 13:00～15:00 

場所：金沢広坂合同庁舎 1階共用大会議室 

住所：金沢市広坂 2-2-60 

（アクセス：JR「金沢駅」兼六園口（東口）から北鉄バス停留所「金沢駅」（乗り場 

番号 3、6、8-10）乗車、「香林坊」下車徒歩約 5分） 

※ 駐車場が狭いため、公共交通機関の利用をお願いします。 

お問合せ先： 

国立研究開発法人 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（生研支援センター）（担当：中谷、村山） 

（電話：044-276-8995） 

定員数：100 名を予定 

申込方法：以下の URLからお申し込みください 

申込フォーム： 

http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/innovation/news/2018/120781.html 

 

申込み締切：平成 31年 1月 17日（木）17時 

 

※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにもで

きる限り事前登録をお願いします。 

※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく第

三者に提供しません。 

※事業・公募説明会終了後、事前申込者を対象とした農林水産省産学連携支援コーディ

ネーターによる個別相談（研究内容や研究機関のマッチング等）を実施します。個別相

談のお申込みは以下までお願いします。 

【お問合せ先】(公社)農林水産･食品産業技術振興協会(JATAFF)(担当：川畑) 

        E-mail:renkei@jataff.jp、TEL：03-3586-8644 

【申込方法】メールにて、renkei@jataff.jp までお申し込みください。件名に「農林

水産省競争的資金個別相談会（1 月 24 日、北陸）申込み」と記載頂き、本文に①ご氏

名、②所属機関名、③連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）、④ご相談の内容を

ご記入ください。 

お申し込みが定員に達しましたら受付を締め切らせていただきますので、予めご了解く

ださい。 

http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/innovation/news/2018/120781.html


■東海ブロック（名古屋会場） 

  

日時：平成 31年 1月 21日（月） 13:00～16:00 

場所：AP名古屋.名駅 8階 BCD室 

住所：愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 10-25 名駅 IMAIビル 

（アクセス：JR名古屋駅から徒歩 5分、名鉄・近鉄名古屋駅から徒歩 2分） 

（御案内図 URL：https://www.tc-forum.co.jp/kansai-area/ap-nagoya/na-base/） 

お問合せ先： 

国立研究開発法人 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（生研支援センター）（担当：中谷、村山） 

（電話：044-276-8995） 

NPO法人 東海地域生物系先端技術研究会(以下「NPO東海生研」という) 

（電話：052-789-4586） 

※ 会場については NPO東海生研までご連絡ください（電話：052-789-4586） 

定員数：150名を予定 

申込方法： 

以下の URLまたはメールかお電話にてお申し込みください 

 

URL：http://www.biotech-tokai.jp/ 

【連絡先】NPO東海生研 

メール：bio-npo2@y4.dion.ne.jp 

電話：052-789-4586 

 

申込み締切：平成 31年 1月 17日（木）17時 

 

※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにもで

きる限り事前登録をお願いします。 

※ご記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく第

三者に提供しません。 

※公募内容説明終了後、事前申し込み者を対象に農林水産省産学連携支援コーディネー

ターによる個別相談（研究内容や研究機関のマッチング等）を実施します。 

http://www.biotech-tokai.jp/
mailto:bio-npo2@y4.dion.ne.jp


■近畿ブロック（京都会場） 

  

日時：平成 31年 1月 23日（水） 13:30～17:00 

場所：ルビノ京都堀川 地下１階 平安の間 

住所：京都市上京区町下る 3－7東堀川通下町者町通 

（アクセス：・京都駅前（烏丸口）バスのりばの Bのりばから市営バス（9、50系統）

乗車、「堀川下長者町」下車徒歩 2分 

・京都市営地下鉄烏丸線 丸太町駅 2番出口から徒歩 15分） 

（URL：http://www.rubino.gr.jp/access/） 

※駐車場（有料）が狭いため、公共交通機関を利用してください。 

※会場については、近畿農政局までご連絡ください。（担当：服部・金井） 

お問合せ先： 

国立研究開発法人 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（生研支援センター）（担当：中谷、村山） 

（電話：044-276-8995） 

近畿農政局（担当：服部、金井）（電話：075-414-9722） 

NPO法人近畿アグリハイテク（担当：岡井）（電話：075-711-1248） 

定員数：210名を予定 

申込方法：以下の URLからお申し込みいただくか、 

氏名、連絡先（電話&FAX、メールアドレス等）・所属（団体名)又は住所（市

町村名までで構いません)、個別相談の希望の有無を、下記の申込先へ FAX

にて事前にお申込みください。 

     参加申込書は、近畿農政局のホームページから入手できます。 

   （HP：http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/kihon/siken/setumeikai.html） 

 

申込フォーム：https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/181227.html 

FAX：075-451-5337 

 

申込み締切：平成 31年 1月 18日（金）17時 

 

※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにもで

きる限り事前登録をお願いします。 

※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく第

三者に提供しません。 

※事業・公募説明会終了後、事前申込者を対象とした農林水産省産学連携支援コーディ

ネーターによる個別相談（研究内容や研究機関のマッチング等）を実施します。 

http://www.rubino.gr.jp/access/
http://www.maff.go.jp/kinki/seisaku/kihon/siken/setumeikai.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kinki/form/181227.html


■中国四国ブロック（岡山会場） 

  

日時：平成 31年 1月 24日（木） 13:30～16:30 

場所：岡山第 2合同庁舎 2階共用会議室 

住所：岡山県岡山市北区下石井 1-4-1 

（アクセス： JR岡山駅より南へ徒歩 7分） 

御案内図： http://www.maff.go.jp/chushi/annai/index.html 

※会場の岡山第 2 合同庁舎には駐車スペースがありませんので、公共交通機関等のご利用をお願い

します。 

お問合せ先： 

国立研究開発法人 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（生研支援センター）（担当：中谷、村山） 

（電話：044-276-8995） 

中国四国農政局生産部生産技術環境課（担当：森脇、名原） 

（電話：086-224-4511 内線 2771､2426） 

NPO法人 中国四国農林水産・食品先進技術研究会（担当：岡） 

（電話：086-237-3340） 

※ 会場については中国四国農政局までご連絡ください。（担当：森脇、名原） 

定員数：150名を予定 

 

申込方法：参加を御希望の方は、以下の申込みフォームに必要事項を入力の上、お申込

みください。 

申込みフォーム： https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/301227.html 

 

申込み締切：平成 31年 1月 18日（金）17時 

 

※定員に満たない場合は、当日の参加申込みも可能ですが、混雑等を避けるためにもで

きる限り事前登録をお願いします。 

※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく第

三者に提供しません。 

※公募内容説明終了後、事前申し込み者を対象に農林水産省産学連携支援コーディネー

ターによる個別相談（研究内容や研究機関のマッチング等）を実施します。 

個別相談を希望される場合は、その旨を参加申込書の備考欄に記載してください。 

http://www.maff.go.jp/chushi/annai/index.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/chushi/form/301227.html


■九州・沖縄ブロック（熊本会場） 

 

日時：平成 31年 1月 21日（月） 13:00～16:00（受付開始 12:30から） 

場所：熊本地方合同庁舎 A棟 1階共用会議室 

住所：熊本市西区春日 2丁目 10番 1号 

（アクセス：ＪＲ：熊本駅から徒歩 5分 

市電：電停二本木口から徒歩 2分 

バス：二本木口から徒歩 2分 

御案内図： 

http://www.maff.go.jp/kyusyu/guide/kikan/kikanichiran.html） 

※会場には駐車スペースがありませんので、公共交通機関をご利用下さい。 

お問合せ先： 

国立研究開発法人 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（生研支援センター）（担当：中谷、村山） 

（電話：044-276-8995） 

九州農政局（担当：御家、今廣、藤原）（電話：096-211-9111 内線 4531、4524、4477） 

九州バイオリサーチネット（担当：宮本）（電話：096-346-2040） 

定員数：150名を予定 

 

申込方法：参加をご希望の方は、1 月 17 日（木）までに以下の申込フォームに必要事

項を入力の上、お申し込みください。 

申込みフォーム：https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/kobose.html 

 

申込み締切：平成 31年 1月 17日（木）17時 

 

※定員に満たない場合は、当日の参加申し込みも可能ですが、混雑等を避けるためにも

できる限り事前登録をお願いします。 

※御記入いただいた個人情報は、当説明会に係る受付・連絡のみに使用し、承諾なく第

三者に提供しません。 

※公募内容説明終了後、事前申し込み者を対象に農林水産省産学連携支援コーディネー

ターによる個別相談（研究内容や研究機関のマッチング等）を実施します。 

個別相談を希望される場合は、個別相談の有無等について申込みフォームに入力してく

ださい。 

http://www.maff.go.jp/kyusyu/guide/kikan/kikanichiran.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/kobose.html%EF%BC%89%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%82%92
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/kobose.html%EF%BC%89%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%82%92
https://www.contactus.maff.go.jp/j/kyusyu/form/kobose.html

