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競輪とオートレースは、
売上の一部を用いて、
社会に役立つ活動を支援しています。
http://ringring-keirin.jp/

りんちゃん



RING!RING! プロジェクトて、なに？

http://ringring-keirin.jp

競輪＆オートレースの補助事業を、たくさんの方に、
身近なプロジェクトとして感じていただきたいので、
愛称を「RING！RING！プロジェクト」としています。
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【振興事業補助】
♦		「安全・安心」及び「生活の質の向上」
		に資する技術革新

♦		自転車・モーターサイクルの技術革新
♦		機械工業の国際競争力強化に資する
標準化、人材の育成・交流等

♦		公設工業試験研究所等における機械
設備拡充

♦		公設工業試験研究所等における人材
育成

♦		機械工業におけるものづくり支援
♦		機械工業における地域の中小機械工
業の振興

♦		機械工業における省エネルギー等の
環境分野の振興

♦		公設工業試験研究所等が主体的に取
組む共同研究

【研究補助】

【公益の増進】
♦	自転車・モーターサイクル
♦	文教・社会環境
♦	国際交流
♦	スポーツ
♦	医療・公衆衛生
♦	新世紀未来創造プロジェクト

【社会福祉の増進】
♦	児童
♦	高齢者
♦	障害者
♦	地域共生型社会支援事業
♦		幸せに暮らせる社会を創るための活
動や車両・機器等の整備

【東日本大震災復興支援補助】

【研究補助】

【非常災害の援護】

※上記、補助事業の概要は変更になる場合があります。

機械工業 振興補助事業 公益事業 振興補助事業
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26-145

鹿児島県立加治木工業高等学校 / 鹿児島県

夏休みに開催した小学生の自由工作教室は、ランプシェイドや
キーホルダー、ソーラーミニカーづくり、科学実験の指導など、
学科ごとに学んだ技術を応用したメニューを用意し、こどもたち
と一緒に作業しました。
地域に根差した高校を目指す活動を行なっています。

先輩に学び
子どもたちに教える

ものづくり拠点校として１世紀。

学んだ技術を地域に還元！

【公益：新世紀未来創造プロジェクト】
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26-2-116

社会福祉法人　高知小鳩会 / 高知県

ミニトマトを栽培しているハウスに自動潅水装置を整備すること
で、高品質のトマトを多く生産できる体制が整いました。障がい
のある方が地域で幸せに暮らせる取組みを推進しています。

福祉機器の整備

トマトの収穫。

みんなの笑顔がまぶしいね。

【公益：社会福祉の増進（車両・機器等の整備）】
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【公益：新世紀未来創造プロジェクト】
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移動検診車は、受診者の生活エリアに専門の技師とともに出向き、
疾病をいち早く察知することで病気の早期治療に役立っていま
す。また、障がい者、高齢者、外国人に対応した検診車を積極的
に整備し、より多くの方の健康を応援しています。

あらゆる方に優しい検診車

みんな安心して、

デジタル撮影の診断が受けられるよ！
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左：細い道にも乗り⼊れ可能なマイクロバスタイプの、リフト付き胸部Ｘ線デジタル検診⾞
右上・右下：⽿の不⾃由な⼈や外国⼈にやさしい胃部Ｘ線デジタル検診⾞

【公益：医療・公衆衛生】

みんな安心して、デジタル

【公益：医療・公衆衛生】

あらゆる方に優しい検診車

安心 、 ル

撮影の診断が受けられる！

あらゆる方に優しい検診車

左：細い道にも乗り⼊れ可能なマイクロバスタイプの、リフト付き胸部Ｘ線デジタル検診⾞
右：⽿の不⾃由な⼈や外国⼈にやさしい胃部Ｘ線デジタル検診⾞

移動検診車は、受診者の生活エリアに専門の技師ととも

に出向き、疾病をいち早く察知することで病気の早期

治療に役立っています。また、障がい者、高齢者、外国

人に対応した検診車を積極的に整備し より多くの方の人に対応した検診車を積極的に整備し、より多くの方の

健康を応援しています。
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27-1-2　27-2-35

一般社団法人　日本パラサイクリング連盟／静岡県

2016 リオデジャネイロパラリンピック出場枠獲得を目指し、
国内初となるパラサイクリングの国際大会「2015 ジャパンパ
ラサイクリングカップ」を静岡県伊豆市の日本サイクルスポーツ
センターにある伊豆ベロドロームで開催しました。更に、UCI 公
認の国際大会に選手団を派遣し、パラリンピック出場のため参加
選手一丸となって活躍し、出場枠獲得に大きく前進しました。

東京五輪・パラリンピックに向けた
自転車競技の競技力強化及びパラサイクリングの普及

無限の夢へ、 走り出そう。

【公益：公益の増進 / 社会福祉の増進（障害者）】

国内初の本格的なパラサイクリング国際大会
「2015ジャパンパラサイクリングカップ」日本チーム
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【公益：公益の増進】

27-1-22

NPO 法人　SPORTS PRODUCE 熊野 / 和歌山県

「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されている熊
野三山を駆ける国際レースを開催しています。自然環境に優し
い自転車競技をスポーツ文化として定着させるとともに、地域
の活性化を支援しています。

世界遺産の地で開催される

国際レースだよ。

「TOUR de 熊野」の開催
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26-146

徳島大学大学院　ソシオテクノサイエンス研究部 / 徳島県

１kW 以下のピコ水力発電は、農業用水や小川、簡易水道など、
設置可能な場所が膨大にあり、潜在的に大きな発電能力を持っ
ています。効率のよい、かつ異物の引っかかりにくい形状の水
力発電用小型ハイドロタービンの開発を行っています。

極小水力発電タービンの開発

とっても小さい水力発電

落ち葉や、 ゴミが流れてきても大丈夫！

【機械：研究補助】

3

上：�透明なパイプの中で高速回転
するハイドロタービン

下：�手のひらサイズのハイドロター
ビンパイプに泥水等を流して実験をする。
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26-11

一般社団法人　ビジネス機械・情報システム産業協会 / 東京都

ユーザインターフェース分野においてはアイコンを含む、視覚
的な共通記号、キーボードを含む操作性に関する国際ルールづ
くりを進めており、４方向キーの操作やボイスコマンドの国際
規格は日本が提案をしています。国内の事務機器産業の国際競
争力の強化、推進を進めています。　

ユーザインターフェースの
標準化活動

このマーク知ってるよ！！

身近なところにあるんだね

8

【機械：国際競争力強化に資する標準化】
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26-88

一般財団法人　機械振興協会 / 東京都

健康・福祉機器は、体力の維持、怪我の防止、病気の予防等から
医療費負担の低減に繋がることが期待されています。
健康・福祉機器市場における中堅・中小企業の販路拡大策の基本
的な枠組み、製品普及の要件などを紹介するセミナーを開催し、
健康・福祉分野産業の発展を目指しています。

健康・福祉機器産業の
販路拡大策の活動

安全に生活するため。

みんなの役に立ちたいから。

【機械：「安心・安全」及び「生活の質の向上」に資する技術革新】

障害物を感知すると、グリップに添えた指先
と手首に巻いたリストバンドに振動でお知ら
せします。

セミナーにおける福祉機器紹介の一例
正面と上部の２メートル以内の障害物を感知する白杖
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26-70（A）

千葉県産業支援技術研究所 / 千葉県

精密機器等の強度測定など、1000 分の 1 ミリ単位の小さな
領域を極小の荷重で調べることのできる「マイクロビッカー硬
さ試験機」を導入しました。製品、原料の強度試験を行い、地
域中小企業の製品開発をサポートしています。

地域企業の製品開発を支える
試験機の導入

1000 分の 1 ミリ？！

小さな部分の硬度を調べるよ。

2

【機械：公設工業試験研究所等の機械等設備拡充】

左：左の試験機に試料をセット、右のパソコンに測定結果が表示される
右：マイクロビッカース硬さ試験機の本体
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思
い

を前へ。未来へ。よりよい社会をつくるた
め

。思
い

を前へ。未来へ。よりよい社会をつくるた
め

。競輪＆オートレースは 

社会に役立つ取組みを
応援しています。

さらに詳しい内容は、競輪＆オートレースの補助事業
RING!RING! プロジェクトホームページへ。

http://ringring-keirin.jp/

りんちゃん

2016 年２月発行
公益財団法人ＪＫＡ 補助事業部
〒102-8011 東京都千代田区六番町４番地６

RING!RING! 検索
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