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産学連携学会第２１回大会のご案内
産学連携学会は、産学連携学の確立および産学官金連携の発展を通して、学術や技術の

促進と豊かで個性と活性に富んだ社会構築に寄与することを目的として活動しています。
産学官金連携に関する諸課題について、産学官金の学識経験者や実務家が広く交流し、

相互に啓発しあう場として、下記により第21回大会を開催します。学会員はもとより産学
官金連携に関心のある方々の多くのご参加をお願い申し上げます。

①大会
開催日： ２０２３年６月１２日（月）・６月１３日（火）
場所： 高知県立県民文化ホール「オレンジホール」、高知会館

②大会プログラムの概要

（1）特別講演
「高知県産業振興計画の成果と今後～産学官民連携によるデジタル化・グリーン化・
グローバル化によるイノベーションの創出～（仮題）」
濱田省司氏 高知県知事（予定）

（3）シンポジウム

高知県では県勢浮揚を成し遂げるべく産業振興計画を策定し、社会の変化に合わせて改定を重ね
ながら、第4期Ver.3からはデジタル化・グリーン化・グローバル化を地域課題解決のための重点
ポイントに位置付けました。これらは国の「経済財政運営と改革の基本方針2022（骨太の方
針）」においても重点分野であり、地域の中核大学等が特色ある強みを発揮しながら、これらの
分野に取り組むことが求められています。本シンポジウムでは、重点分野における地域中核大学
の役割や、産学官連携の在り方を議論し、持続可能な地域へと変革するローカル・トランス
フォーメーションの姿を皆様と共に考えます。

「産学官連携によるローカル・トランスフォーメーション（LX）（仮題）」

パネラー(敬称略)：
関根泰氏 早稲田大学先進理工学部応用化学科 教授
川村晶子氏 高知大学 学長特別補佐（DX推進担当） 特任教授
井本佐智子氏 JICA理事（国内事業部）
山本樹育氏 YAMAKIN株式会社 代表取締役社長
柳原直人氏 富士フィルム株式会社取締役常務執行役員

コメンテーター：
（調整中）

ファシリテーター（敬称略）：
国立大学法人高知大学 理事（地域連携・国際連携・広報担当） 受田浩之

（2）基調講演

「地域を持続可能な姿に変革する地域中核大学の在り方とは（仮題））」
柳原直人氏 富士フィルム株式会社取締役常務執行役員



（4）一般講演（口頭発表）

以下の内容での発表を募集します。発表内容については、以下の項目のみに限るものではありません。別添の
プログラム分類表をご参照ください。

１．人材育成 ２．組織間連携 ３．知的財産 ４．リエゾン活動 ５．産学官連携プロ

ジェクト
６．産学官連携に関

連した大学等におけ

る法令等遵守

７．大学発ベンチャー ８．産学官連携政策 ９．国際展開 １０．産学連携論

（5）オーガナイズドセッション

本大会ではオーガナイズドセッションを予定しており、学会員よりオーガナイズドセッション開催
希望について募集を行います。

③大会日程

※日程は予定であり一般講演やオーガナイズドセッションの申込状況により変更になる可能性があります。
※情報交換会の開催は未定です。

区分 S会場 A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 P会場
9:00 ~10:00 ポスター準備

10:00~12:00 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 ポスターセッション

12:00~13:00 コアタイム

13:00~14:00 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 ポスターセッション

14:15~14:45 開会式
14:45~16:00 特別講演・基調講演

16:00~17:30 シンポジウム
18:00~19:30 情報交換会
9:00~12:00 OS 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 ポスターセッション

12:00~13:00 コアタイム

13:00-15:00 OS 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 ポスターセッション

15:00-17:00 OS 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 ポスターセッション

6月12日（月）

6月13日（火）



⑤大会参加/一般講演の申込方法
大会に参加を希望される方は、産学連携学会からリンクされている受付Webサイトよりお申込
みください。クレジット決済による支払いができます。同時に発表申込が可能です。
・6/1までであれば銀行振り込み（下記参照）も可能ですが、振込手数料は参加者のご負担で
すので了承ください。
・Webサイトよりがお申込みが出来ない場合は大会事務局までご連絡ください。
・参加費用の支払いにより、参加登録が完了します。期日までに支払処理（あるいは銀行振り
込み）を行わなかった場合、予約参加にはなりません。

（１） 予約申込および発表申込期限

予約申込・発表申込締切日：２０２３年４月２０日（木）

・「大会予約参加」「発表申込」と「銀行振込による支払い」のいずれもこの日が期限です。
・事前に支払われた参加費は、大会不参加の場合でも返却いたしません。

（２） 非予約申込
・４月２０日（木）以降に参加申込をされる場合は非予約申込の参加費となります。
・大会当日の申込も会場にて受け付けます。なお、お支払いは現金のみとなります。
※予約申し込みのみで期日までにお支払いがなかった場合、非予約料金となります。

大会参加費
振込先

銀行名：みずほ銀行
支店名：調布支店
口座種別：普通
口座番号：１６２３４０５
口座名義：特定非営利活動法人産学連携学会大会事務局口
フリガナ：トクヒ）サンガクレンケイガッカイタイカイジムキョクグチ

④参加費用

項目 会員種別
費用（円）

予約※１ 非予約※２

大会参加費

正会員（個人・団体）または準会員（個人・団体） 5,500（不課税） 6,000（不課税）

正会員（学生） 2,500（不課税） 3,000（不課税）

非会員 8,000 9,000

※１ 本会会員のみ不課税。本会会員外は消費税込みとなります。
※１ ２０２３年４月２０日（木）までに参加申込を行った場合の費用。
※２ ２０２３年４月２１日（金）以降（大会当日を含む）に参加申込を行った場合の費用。



⑥発表要旨原稿の作成および提出

1. 一般講演またはポスターセッション１件につき、
Ａ４版縦の白紙１枚から２枚（２枚以内）に、本
文と必要に応じて図表等を配置した完全原稿を作
成してください。白黒およびカラーのいずれでも
構いません。

2. 余白は上20mm、下25mm、左右各25mmとしま
す。

3. 文字のサイズは１０～１１ポイントを基本とし
ます。

4. １行目には、左から４０mm以上空けて（講演
番号を記入するため）演題を書き、１行空けて発
表者名（複数連盟の場合は演者の氏名の前に○印
をつける）とかっこ内に所属名を記入し、さらに
１行空けて本文を書き出してください。

5. 要旨の見出し項目（はじめに、調査方法、結果、
考察など）は自由とします。

6. 要旨集として編集の際、ページ配置の都合によ
り、フォント・フォントサイズ・改行位置・余白、
図の張込み位置など、内容にかかわらない範囲で
修正を行うことがあります。

40mm 20mm

演題
［一行空ける］

産学太郎、○産学花子（あきた研究所）
事業一郎（産学連携商事（株））

［一行空ける］
はじめに

文字サイズ１０～１１ポイント
２枚以内

25mm25mm

25mm

（３） 発表について
・口頭発表、ポスター発表の発表希望者は、２０２３年４月２０日（木）までに、（１）
の予約申し込みを行い、同時に発表申込を行ってください。なお、申込締切日前であれば
発表の有無の変更が可能です。いずれの場合も発表者は、正会員（個人・団体・学生）で
あることが必要です（連名者はこの限りではありません。）
・申し込み後、⑥の要領に従い発表要旨原稿を作成し、2023年5月2日（火）までに提出
してください。

（４） キャンセルについて
・参加費を事前にお支払いただいた後にキャンセルをご希望の場合、2023年5月2日
（火）までキャンセル可能です。事務局にご連絡ください。なお、返金額は手数料（決済
手数料・振込手数料）を差し引くことになりますので、ご了承ください。期日を過ぎての
キャンセルはできませんので、ご了承ください。

7. 作成した発表要旨は、２０２３年５月２日（火）までに、大会事務局へメールにて、提出
してください(sangaku2023@kochi-u.ac.jp) 。E-mailの件名には『【学会要旨_講演タイト
ル】』を記載してください。Word等の元ファイル（必須）とPDF化したファイルの２種類
を提出してください。なお、パスワード等の保護は行わないでください。提出期限後の要旨
の差し替えはできません。

8. 講演予稿集はPDF電子ファイルとして発行されます。大会ウェブサイトから閲覧・ダウン
ロードしてご利用いただきます。なお、印刷体は発行しません。閲覧・ダウンロードには専
用のID、パスワードが必要となります。ID、パスワードは、参加申込をいただいた方に２
０２３年５月下旬頃にメールにてご案内いたします。



⑦一般講演の発表方法

⑧奨励賞について

(1) 本学会では、学生（学生会員のみ）による優れた発表（一般講演）に対して奨励賞を授与しま
す。

(2) 奨励賞のエントリーを希望する学生は、参加登録する際に「産学連携学会２１回大会参加／発
表申込」の所定の欄への記入をお願いします

(1) 発表時間は、講演１２分、討論３分、合計１５分の予定です。
(2) 発表で投影する機器は液晶プロジェクターです。
(3) 液晶プロジェクターを用いて発表する方は、Windows版「MicrosoftPowerPoint」で原稿を作

成して、その電子ファイルを、2023年6月1日（木）までに大会事務局ヘメールにて提出して
ください(sangaku2023@kochi-u.ac.jp)。その際に、ファイル名は「発表者の氏名.ppt」ある
いは「発表者の氏名.pptx」としてください。なお、コンピュータ(OS:Windows)は大会事務局
が用意したものを使用していただきます。

(4) 0HPは使用できません。

⑨個人情報の取り扱いについて

本大会参加申込に際し得た個人情報につきましては、特定非営利活動法人産学連携学会の定款に
定める活動・事業のみに利用します。ご了承いただける場合には、「産学連携学会第２１回大会
参加/発表申込」の所定の欄へチェックをお願いします。

⑩重要な締切日

２０２３年４月２０日（木） ＜予約＞大会参加申込および支払い

２０２３年４月２０日（木） 一般講演（口頭・ポスター） 申込期限

２０２３年５月２日（火） 発表要旨（口頭・ポスター） 電子ファイル（ワード、及びＰＤＦ）提出

⑪大会事務局（お問い合わせ）

産学連携学会第２１回大会 高知大会実行委員会 事務局：吉用武史
〒780-8073 高知市朝倉本町２丁目１７－４７ 高知大学次世代地域創造センター内
sangaku2023@kochi-u.ac.jp TEL:088-844-8732
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