
 

 

  

脇口学長 地域訪問 

 安芸市長、大豊町長、黒潮町長 面談 

 
 高知大学 COC 事業である「高知大学インサイド・

コミュニティ・システム（KICS）化事業」の一環として

県内 7 ヵ所に高知大学地域コーディネーター

（UBC）が常駐するサテライトオフィスを設置したこと

にともない、脇口学長が各地域の新オフィスを視察

されました。 

 またオフィス訪問と併せ、近隣市町村の首長およ

び高知県地域産業振興監とも面談し、今後の地域

と大学との連携について意見交換されました。 
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域学連携推進部門 
Topic 1. 第４回高知県地域社会連携推進本部会議 

黒潮町とは平成 21 年 10 月 6 日に連携協定を締結し、カ

ツオ学会の共同運営や食に関わる連携など、様々な事業を

推進してきました。今後もお互いに発展的な連携を図ってい

くため、7 月 30 日（水）に黒潮町大方庁舎にて連携協議会

を開催しました。 

黒潮町からは大西町長、高知大学からは受田地域連携

推進センター長が出席。町内の様々な課題の相談を受け、

それら課題を解決していけるよう、今後も連携を進めていく

こととなりました。 

Topic 2. 黒潮町連携協議会 

高知県との組織的な連携のため、高知大学と高知県は「高知県地域社会連携推進本部」を平成 25

年 10 月に設置し、以降、定期的に会議を開催してまいりました。7 月 31 日（木）に、第 4 回目となる高知

県地域社会連携推進本部会議を開催しました。 

＜協議第＞ 

・各地域のＵＢＣの取り組み状況報告 

・地域志向教育研究経費の申請事業及び採択結果 

・地域協働学部設置に向けた進捗状況 

・ＣＯＣ全国ネットワーク化事業の開催 

・今後のスケジュール 

 

 会議では高知県地域産業振興監から具体的な地域の課

題等をご提示いただき、それら課題は地域志向教育研究

経費の活用や、専門の教員による対応を検討するなどし

て、大学としての組織的な解決を図っていきます。 

Topic 3. 四万十市連携協議会 

四万十市とは平成 19 年 6 月 5 日に連携協定を締結し、

四万十川の振興を中心とした各種連携事業を推進してきま

した。毎年連携協議会を開催しており、平成 25 年度の受託

事業の報告と平成 26 年度の実施計画について、8 月 8 日

（金）、四万十市庁舎にて協議しました。 

四万十市受託事業 

 ・天然アユを守る取り組み 

海洋生物研究教育施設 木下教授 

 ・天然スジアオノリの生産量アップの取り組み 

海洋生物研究教育施設 平岡准教授 

四万十市からは中平市長、高知大学からは受田地域連携推進センター長が出席。現在の受託事業

に加え、ＫＩＣS をはじめとした連携についても協議されました。 
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産学官民連携推進部門 

 

Topic 1. ビジネスチャンス拡大に！ 

～産学連携マッチングのための展示会～ 
産学連携マッチングを目的とした各種展示会情報を掲載いたします。 

 

≪出展決定済み、および調整中の展示会≫ 

・イノベーションジャパン 2014～大学見本市ビジネスマッチング～ 

我が国の産学連携を強力に推進するための、国内最大規模の 
産学マッチングの場 

会期等：2014 年 9 月 11 日（木）～12 日（金）  
東京ビッグサイト 

出展：「新規モノマーによる RNA の液相合成」  
総合科学系 複合領域科学部門 片岡正典特任講師 

・アグリビジネス創出フェア 2014 

農林水産・食品分野などの最新技術や研究成果を
研究機関間、研究機関と事業者との連携を促す場と

しての「技術・交流展示会」 
   会期等：2014 年 11 月 12 日（水）～14 日（金） 

東京ビッグサイト 
   出展：農学部 

 

・第３回ものづくり総合技術展 

高知県内の優れた技術や製品を広く周知し、「ものづく
りの地産地消」や「地産外商」への理解と機運を高める

場としての総合技術展 
会期等：2014 年 11 月 20 日（木）～22 日（土） 

高知ぢばさんセンター 
出展：「地元の微生物を用いた食産業の取組み～黒

酵母・酵母・乳酸菌」  
生命環境医学部門 永田 信治 教授 

 

http://www.ij2014.com/�
http://agribiz-fair.jp/�
http://www.joho-kochi.or.jp/mono/mono/sogo/H26/sogo_26gaiyo.html�
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知的財産部門 
Topic 1.  国家試験「知的財産管理技能検定」申込受付中！ 

～あなたもチャレンジしてみませんか？～ 

「知的財産管理技能検定」は、企業・団体・官公庁等で求められる知的財産についての技能およびこれ

に関する知識の程度を測る国家試験です。 

「知的財産管理技能検定」を推奨している企業も数多くあり、知的財産に関する知識と技能を身に付け

た人材は、メーカーをはじめ情報通信業等幅広い業界で必要とされ、知的財産部や法務部のみならずあ

らゆる分野で活躍しています。 

知的財産に関する業務に関心がある方や、卒業後の進路を様々検討中の学生の方には、本国家資格

を取得することが更に一つの強みとなり、キャリアアップにつながると思われます。 

詳細はホームページ http://www.kentei-info-ip-edu.org/ をご覧ください。 

 

 

 

 

 

第 19 回 知的財産管理技能検定 

試 験 日： 平成 26 年 11 月 30 日（日）   

申込受付期限： 平成 26 年 10 月 16 日（個人郵送申込） 

試験実施地区： 北海道、宮城、茨城、千葉、東京、神奈川、石川、長野、静岡、愛知、 

京都、大阪、兵庫、岡山、広島、山口、徳島（徳島市）、愛媛（新居浜市）、福岡、沖縄 

実施試験種： １級、２級、３級   

今後の実施予定：第 20 回 平成 27 年 3 月 8 日（日） 

Topic 2.  ＵＮＩＴＴ アニュアル・カンファレンス 2014 開催のお知らせ 

一般社団法人大学技術移転協議会が主催する「UNITT アニュアル・カンファレンス 2014」が９月５日

（金）～６日（土）の２日間、関西学院大学西宮上ヶ原キャンパスにて開催されます。大学・TLO や公的研

究機関の技術移転における諸課題について討議し、全国の産学連携実務者が集まって、スキルアップを

図り、情報交換します。 

 ２日間で大学の産学連携の諸課題が俯瞰できるプログラムとなっていますので、興味のある方はご参加

ください。（旅費は各部署にてご負担願います） 

 

詳しいプログラム内容、申込方法等は下記をご覧ください。 

http://unitt.jp/files/topics/20140820-1.pdf 

大学技術移転協議会についてはこちらから。 

   http://unitt.jp/ 

http://www.kentei-info-ip-edu.org/�
http://unitt.jp/files/topics/20140820-1.pdf�
http://unitt.jp/�
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