
 

 

  

COC/COC+全国シンポジウム「地方創生と大学」 

平成29年3月6日～7日 開催 

 

 今年度の高知大学主催によるCOC/COC+全国シ

ンポジウムについてご案内します。今回は「地方創

生と大学」と題し、地方創生に対して大学等が役割

を果たすため必要な方策や人材育成、課題等につ

いて議論します。 

 特別講演に前地方創生担当大臣の石破 茂 氏、

基調講演に㈱小松製作所の坂根 正弘 相談役に

ご登壇いただきます。 
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域学連携推進部門 
Topic 1. 土佐 FBCⅢビジョン懇談会 –Round Table in Kochi- 

平成 30 年度以降の第 3 期土佐フードビジネスクリエー

ター人材創出（土佐 FBC）の事業の在り方を検討するため、

土佐 FBCⅢビジョン懇談会を開催しました。11 月 16 日に東

京を会場とした Round Table in Tokyo を開催し、今回は高知

県内において、様々な形で土佐 FBC と連携やご助言をいた

だいている有識者の皆様にご参集いただき、専門的知見に

基づいた多くの有益なご意見をいただきました。 

Topic 2. 高知県産業振興推進地域本部×UBC 連絡会開催 
文部科学省 COC 事業として実施する「高知大学イ

ンサイド・コミュニティ・システム」では、高知県内各地に

地域コーディネーター（UBC）を配置し、各地で大学と地

域との連携事業の企画実施を推進しています。UBC

の活動では、高知県が県内 7 ブロックに設置する産業

振興推進地域本部と連携し、相互に協力し合う体制を

組んでいます。産業振興推進地域本部に所属する地

域産業振興監および地域支援企画員との連携を更に

発展させるため、初めて「産業振興推進地域本部と

UBC 連絡会」を開催しました。 

日時：平成 29 年 1 月 19 日（木） 9：00～13：00 

場所：高知大学地域連携推進センター２F セミナー室 

≪ご出席者（6 名）≫ ～五十音順～ 

・井上孝志 氏（井上石灰工業株式会社 代表取締役社長） 

・高橋 誠 氏（農業生産法人アグリネットワークれいほく 代表取締役） 

・中島和代 氏（株式会社なかじま企画事務所 代表取締役社長） 

・町田直明 氏（株式会社土佐龍馬の里 専務取締役） 

・森山洋憲 氏（高知県工業技術センター 食品開発課チーフ） 

・渡邊浩幸 氏（高知県立大学 健康栄養学部健康栄養学科 教授） 

日時：平成 29 年 1 月 20 日（月）10：00～11：30 

場所：高知大学地域連携推進センター２F セミナー室 

参加者：【高知大学】UBC（赤池特任講師、大崎特任助教、岡村特任講師、梶特任助教）、 

吉用准教授、川澤特任教授 

     【高知県】地域産業振興監および地域支援企画員 15 名 
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産学官民連携推進部門 

Topic 1. 高知大学発ベンチャー認定「称号記」授与式 

この度、「高知大学における大学発ベンチャーの認定に関する規則」に従い、以下の２社が高知大学発ベ

ンチャーとして新たに認定されました。認定にあたり、昨年 12 月 22 日（木）に「称号記」授与式が開催されま

した。 

＜今回認定されたベンチャー２社の概要＞ 

〇株式会社 ESL 研究所 

代表取締役 染谷 勤 氏 

研究者 村岡 道明 氏（高知大学名誉教授） 

所在地 千葉県柏市今谷上町２１－３ 

事業内容 車載電装品及び情報機器に用いるハードウエア及びソフトウエアの検証環境開発 

〇株式会社ＮＳＴネットワーク 

代表取締役 染谷 勤 氏 

研究者 村岡 道明 氏（高知大学名誉教授） 

所在地 高知市朝倉本町 2－17－47 国立大学法人高知大学地域連携推進センター内 

事業内容 車載電装品及び情報機器に用いるハードウエア及びソフトウエアの検証環境開発 

Topic 2. JST オープンイノベーションフェア WEST 2017 出展 

JST 主催のオープンイノベーションフェア WEST２０１７において、高知大学医学部の井上教授・佐藤教授

の研究シーズ及び高知大学の産学連携事例を出展します。 

〇井上 啓史 教授 「5-アミノレブリン酸を用いた光線力学技術」 

〇佐藤 隆幸 教授 「近赤外光で安全と安心を提供します」 

〇石塚 悟史 准教授 「食品の健康増進効果の検証を安く、速くできます。」 

ポスター展示の他、研究開発された機器の展示、関連ビデオ映像での紹介を予定しています。会場では

執印理事（研究・医療担当）によるショートプレゼンも行われます。 

名称：JST オープンイノベーションフェア WEST2017 ～関西発 大学技術シーズ見本市～ 

日時：平成 29 年 2 月 7 日（火）10:00～17:30 及び 2 月 8 日（水）10:00～16:00 

会場：グランフロント大阪北館 B2 階  

ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター（大阪市北区大深町 3-1） 

【開催概要】 

 このフェアは、関西及び近畿の大学等に産学官連携事

業紹介や研究成果を発表・展示していただき、あらたな

オープンイノベーション創出の場として活用いただくため

にＪＳＴが開催するものです。 

http://www.jst.go.jp/tt/west/
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知的財産部門 

Topic 1．知的財産セミナー in 安芸市 
高知大学地域連携推進センター知的財産部門では、企業、事業者及び自治体関係者等を対象とし

まして、知的財産セミナーを下記のとおり開催いたします。 

当日は、知的財産全般についての講演及び大学の知的財産の活用事例や注目技術の紹介を行い

ます。さらに、講演後、希望者には発明相談を実施します。ご関心・ご興味のある方々は、是非ご参加

下さい。 

○内容：『知的財産の基礎知識／大学の知財（研究成果）の活用について』 

○講師：下方晃博 高知大学地域連携推進センター知的財産部門長 

○日時：平成２９年２月２８日（火）１８：３０～２０：００ 

○場所：安芸商工会議所３Ｆ教養室 

○対象：企業、事業者、自治体関係者等 

○受講料：無料 

○問い合わせ先 

高知大学 地域連携推進センター知的財産部門 

Mail:kt05@kochi-u.ac.jp TEL:088-844-8418 FAX:088-844-8556 
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「まち・ひと・しごと創生 高知イノベーションシステム（TSi）」においては、事業を適正に進捗させるため、

PDCA サイクルの一環として、毎年度外部評価を実施することとなっております。このたび下記の通り平成

28 年度外部評価委員会が開催され、平成 27 年度事業の評価を受けました。 

 

＜平成 28 年度外部評価委員会＞ 

日時：平成 29 年１月 16 日（月）14:00～16:00 

場所：高知大学朝倉キャンパス事務局管理棟５階会議室 

外部評価委員： 

委員長 眞鍋 和博 氏 （北九州市立大学 地域創生学群長、地域共生教育センター長） 

委 員 原   正紀 氏 （株式会社クオリティ・オブ・ライフ 代表取締役） 

委 員 渡辺 剛史 氏 （高知労働局 職業安定部長） 

委 員 杉本 雅敏 氏 （高知商工会議所 専務理事） 

 

委員からの講評では、初年度としてまずは順調に事業がスタートしたと言えるとの評価を得ました。今後

の課題として、事業の柱である地方創生推進士の育成について、科目の設定や企業等への周知などの取

組の充実が求められたとともに、県内企業の採用力の向上や人材確保といった産業振興の側面でも、地

（知）の拠点としての役割を期待する旨言及がありました。 

地方創生推進部門 
Topic 1．「まち・ひと・しごと創生 高知イノベーションシステム」     

外部評価委員会ご報告 
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