
 
 
 

○地域から新産業・新事業が生み出される、世界に
冠たる新たな産業クラスターを構築するために、
地域の中核企業を中心とした産官学のネットワー
クの形成活動や、市場ニーズと技術シーズのマッ
チング等を支援します。 

 

○具体的には、①クラスター経営人材支援事業（ク
ラスターマネージャーによるネットワーク形成活
動や企業ＯＢの人材の活用等の実施）、②ネット
ワーク構築支援事業（新製品開発に向けた産学に
よるシーズ・ニーズ発信会、サプライチェーンの
詳細調査、戦略分野における新技術研究会・セミ
ナー等の実施）を行います。 

 

○また、ネットワーク形成後の研究開発・事業化・
販路開拓等各段階において、他事業や特区との連
携も図ります。 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

新産業集積創出基盤構築支援事業 
  ８．５億円（新規） 
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②ネットワーク構築支援事業 ①クラスター経営人材支援事業 
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ネットワーク形成活動等事業 
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