
 

 

  

第２７回国立大学法人共同研究センター長等会議 

 

全国の大学等には共同研究など産学官連携を

推進するための組織として共同研究センター等（本

学は地域連携推進センター）があります。 

標記の共同研究センター長等会議では、産学官

連携活動の在り方や課題について情報交換・議論

する場で、毎年各大学持ち回りにより開催していま

す。今年は9月17日（木）、18日（金）、電気通信大

学を会場として開催されました。 

 

基調講演：産学官連携に関する諸課題と 

地域イノベーション推進施策 

文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・

地域支援課 地域支援企画官 次田 彰 氏 

 

講演：マスコミから見た産学連携の課題と展望

日刊工業新聞社 前社長(現顧問) 千野 俊猛 氏 
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域学連携推進部門 
Topic 1. 第 37 回全国国立大学生涯学習系センター研究協議会 

      ～地域における大学の役割を考える～ 

全国国立大学生涯学習系センター研究協議会は、国立大学 

が高等教育機関として生涯学習による地域貢献等に関する研 

究を行い、我が国の生涯学習の振興に資することを目的に、 

全国25の国立大学生涯学習系センターの教職員が参集し、 

協議および情報交換を行うものです。 

9月10日（木）、11日（金）、第37回目となる協議会が金沢 

大学の主催により開催されました。今回の全体テーマは「地 

域における大学の役割と住民の学び・地方創生」。大学の教 

育・研究を原動力に地域の課題解決や創成に寄与する、社 

会教育や生涯学習推進事業の在り方について協議されました。 

 

基調講演：地方創生とまちづくりー地方大学への期待― 

石川県中小企業団体中央会会長・前 金沢市長 山出 保 氏 

 

パネルディスカッション テーマ「市民の学び・地方創生と大学への期待」 

パネリスト 珠洲市長 泉谷 満寿裕 氏 

「大学との連携による地方創生～珠洲市の取り組みについて～」 

石川県教育委員会生涯学習課社会教育主事 小山内 裕之 氏 

「大学との連携による生涯学習事業の推進」 

フレンチ民宿能登島 Sans-souci(ｻﾝｽｰｼｲ)経営 

能登里山里海マイスター育成プログラム第 2 期生 長竹 幸子 氏 

「農漁週末レストラン『能登島 Sans-souci』 

～能登における大学の事業への参加と定住～」 

ファシリテーター 金沢大学地域連携推進センター長 横山 壽一 氏 

 

分科会：以下の 6 つの論点での協議 

 テーマ 主な論点 

第 1 分科会 職員（教職協働）  職員と教員との学び合い  

協働による事業のあり方  

第 2 分科会 社会人の学び直し  社会人の学び直しへの支援  

期待される取組み  

第 3 分科会 公開講座  公開講座の新たなあり方と学習成果の 

活かし方  

第 4 分科会 研究活動  センター及びセンター教員の研究活動  

共同研究の可能性  

第 5 分科会 専門職（社会教育主事）

養成  

社会教育専門職員の資質向上に資する

事業や取組み  

第 6 分科会 学生教育  センター事業と学生教育との係わり  
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産学官民連携推進部門 
Topic 1. イノベーションジャパン２０１５ 出展情報 

８月２７日から２８日の間、東京ビッグサイトにおいて、大学等から創出された研究成果の社会還元を促

進するため、大学側から産業界に対して、研究成果の内容を成果物やパネル等で紹介する国内最大マッ

チングイベントである「イノベーション・ジャパン２０１５～大学見本市＆ビジネスマッチング～未来を創る

「知」が集結」が、国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ)と国立研究開発法人新エネルギー･産業技

術総合開発機構（ＮＥＤＯ）主催で開催されました。２日間で２万人を超える来場者があり、各企業、各大

学、研究機関等の研究者によるプレゼンテーションやポスター展示を通じて最新の研究成果の発表等が活

発に行われました。 

本学からは、理学部 上田准教授の研究課題「電気化学的抗酸化力センサー」について出展を行い、

ショートプレゼンにおいても発表、多くの企業様に本学ブースにご来場いただきました。 

交流会では、下村文部科学大臣、ＪＳＴ中村理事長のあいさつの後、各大学の研究者、産学官民連携担

当者、関係企業様などの皆様が一同に会し、出展内容などの情報交換が行われました。 
 

本学からの出展者 

総合科学系 複合領域科学部門（理学部） 准教授 上田 忠治 先生 

研究課題 「電気化学的抗酸化力センサー」 
 

Topic 2.  リレー・フォーライフ・ジャパン ２０１５ 高知 開催予告 

（リレー・フォー・ライフとは） 

 「リレー・フォー・ライフ（命のリレー）は、がん患者や家族、その支援者等が公園やグラウンドを２４時間交

替で歩き、がん征圧を願い絆を深めあう寄付イベントと同時に、がんで闘う方々の勇気を称え、がんで悩む

ことのない社会の現実を願うイベントです。寄せられた寄付金は、日本対がん協会に寄付され、広く対がん

活動に使われます。」 

 本年は、１０月１０日（土）１２：００～１０月１１日（日）１２：００、高知大学農学部グラウンド（物部キャンパ

ス）にて開催されます。 

高知大学もこの取り組みに協力（後援）しております。ぜひ、この取り組みにご理解・ご協力をいただくと

共に、お時間の許す方はご参加いただけるようご案内いたします。 

 

（HP のご案内）http://relayforlife.jp/kouchi/ 

 

http://relayforlife.jp/kouchi/
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知的財産部門 
Topic 1.  「ＵＮＩＴＴ アニュアル・カンファレンス 2015」 開催 

 2015 年 9 月 4 日（金）、5 日（土）に、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 2015」が、東京理科大学葛飾

キャンパスで開催され、全国から大学・TLO や公的

研究機関等の産学連携実務者 490 人の参加があ

りました。 

初日は、「産学連携の新たな展開に向けて」と題

した全体セッションの後、10 の個別セッションが、2

日目は 12 の個別セッションが行われました。個別

セッションでは、大学の知財管理、技術移転や人材

育成等について幅広く討議、情報交換が行われ、

現状及び今後の課題等の共有を図ることができま

した。 

来年も 9 月に開催予定ですので、興味のある方

は参加をご検討ください。 

Topic 2.  「知的財産セミナー」のご案内 

高知大学地域連携推進センター知的財産部門では、「大学と地域が協働して行う知的財産活用プロ

ジェクト」の一環として高知大学の学生・教職員・企業及び自治体関係者等を対象とした、「知的財産セミ

ナー」を 2015 年 12 月 2 日（水）、朝倉キャンパスにて開催いたします。 

当日は、産学連携・技術移転を専門とする徳島大学 坂井 貴行 教授（四国ＴＬＯ社長）に大学の産学

連携や技術移転について講演していただく予定です。皆様、是非ご参加下さい。 

詳細が決まりましたら別途ご案内いたします。 
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