
平成２６年６月２６日 

 

産学連携学会正会員 各 位 

                                           

 

特定非営利活動法人 産学連携学会 

                                                        会 長  伊藤 正実 

 

 

平成２６年６月定期総会決議のご通知 

 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、本日開催の特定非営利活動法人産学連携学会平成２６年６月定期総会において、下記のと

おり承認並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。 

敬具 

 

記 

  

決議事項 

１号議案  平成２５年度事業報告の件 

 

２号議案  平成２５年度決算の件 

 

３号議案  平成２６年度事業計画の件 

 

４号議案  平成２６年度事業予算計画の件 

 

５号議案  平成２６年度表彰者の件 

 

本件は、原案どおり可決承認されました。 

 

 

以上 



 

 特定非営利活動法人 

産学連携学会・定期総会 
 
 
 

平成２６年６月総会資料 
 
 
 

【と き】 平成２６年６月２６日（木） 
      １７：１０～１８：００ 
 
【ところ】 下諏訪総合文化センター 

A 会場(小ホール) 
〒393-0087 長野県諏訪郡下諏訪町西鷹野町 4611-40 
         

 
 
 

 

 

 

プロメテウスの火 

人類は火とそして知恵を授かり、 

しかし未来を知る能力を失った。 

代わりに得たのは、希望であった。 

今、私たちは破壊と創造の火を燃やす。 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 産学連携学会 

２０１4 

 

 



 

 

平成２６年６月定期総会 議事資料 

１． 日時：平成２６年６月２６日（木） １７：１０～１８：００ 

２． 場所：下諏訪総合文化センター（A 会場／小ホール）  

３． 出席者数：正会員総数３２１人のうち１７８人出席（うち表決委任者１４０人） 

（定款 第２６条 総会は、正会員総数の３分の１以上の出席がなければ開会する

ことはできない） 

４． 議長及び議事録署名人（２名）選任： 

（定款 第２５条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する） 

議    長  伊藤 正実      

議事録署名人  木村 雅和      

議事録署名人  鞘師 守       

５． 開会：議長開会宣言 

６． 議事：  

  １号議案： 平成２５年度事業報告 

   ○ 理事会開催：平成２５年５月１１日、平成２５年６月６日、平成２５年

７月２２日、平成２５年８月２日、平成２５年１１月１１日、平成２６

年１月９日、平成２６年３月２９日 

○ 第１１回大会（平成２５年６月２０日～２１日 盛岡市） 

○ 平成２５年度シンポジウム「ライフイノベーション実現に向けての産 

学連携～他の製造業からの新規参入～」（平成２６年１月９日、港区） 

○ 第４期認定講習会（産学連携学会主催：平成２５年４月２４日：千代田

区、平成２５年６月１２日：千代田区、平成２６年２月２４日：港区）、

フォローアップ研修（平成２６年１月３１日、調布市） 

○ 「産学連携学会名誉会長湯本長伯先生 退官記念シンポジウム」（平成２

５年６月８日、千代田区） 

○ お茶の水コラボレーションセミナー第１回～第６回（平成２５年４月１

０日、平成２５年５月８日、平成２５年７月１０日、平成２５年９月１

１日、平成２５年１１月１３日、平成２６年２月１２日） 

○ 委員会旅費規程の制定 

○ 産学協力学会(韓国)との Agreement for Academic and Research  

Cooperation 締結(締結日：平成２５年９月１日、場所：釜山(韓国)) 

○ 第二回 輸出管理 DAY FOR ACADEMIA を平成２６年２月２７日に産学連携

学会が中心となって開催した。本イベントは大学における輸出管理に関

わる人達やこれに興味を持つ人達を対象にするイベントであり、現在、

途上である大学での安全保障貿易管理の業務の質的向上やこれに関する

リテラシー向上を目的としている。 

○ 平成２５年度に活動した支部・研究会（詳細下記のとおり）  

○ 北海道支部「儲かる産学連携」講演会（平成２６年２月１２日北海道中

小企業家同友会産学連携研究会共同開催、札幌市） 

○ 関西・中四国支部 第５回研究・事例発表会（関西・中四国支部主催：平

成２５年１２月６日、下関市） 



○ 学金連携システム研究会 第１１回大会「学金連携」セッションで報告(平

成２５年６月２０日～２１日、盛岡市)、第１０回研究会（平成２５年９

月１０日：札幌市）、第１１回研究会（平成２６年３月１３日：江東区） 

○ ＴＲ研究会 メーリングリスト運用開始、キックオフセミナー（平成２

５年５月２１日：文京区） 

○ 学会誌（平成２５年５月３１日、第９巻第２号、学術誌委員会） 

（平成２６年１月３１日、第１０巻第１号、学術誌委員会） 

○ ニュースレター（平成２５年６月２９日、１８号、広報委員会） 

（平成２５年１２月１日、１９号、広報委員会） 

（平成２６年３月３１日、２０号、広報委員会） 

○ メールニュース第３５１号～第４５４号発行（１０４回）、広報委員会 

○ 「第１２回西京信用金庫ビジネス交流会」への出展（平成２５年４月 

１８日、新宿区）（総務委員会） 

○ 「第７回宇都宮大学企業交流会」への出展（平成２５年９月９日、宇都 

宮市）（総務委員会及び事業委員会） 

○ アグリビジネス創出フェア２０１３」への出展（平成２５年１０月 

２３日～１０月２５日、江東区）（総務委員会） 

○ 「第１６回産業交流展２０１３」でのコンシェルジュデスク対応（平成 

２５年１０月３０日～１１月１日、開催場所 東京ビックサイト） 

○ 「第１４回西武信用金庫ビジネスフェア from TAMA」への出展（平成 

２５年１１月７日、新宿区）（総務委員会） 

○ 朝日ビジネスマッチング２０１３～つなぐ力、きずく力～」への出展 

（平成２５年１１月１４日、文京区） 

○ 「平成２５年度板橋製品技術大賞フォーラム」への出展(平成２６年２月 

２５日、板橋区) 

○ 後援・共催事業 輸出管理 DAY FOR ACADEMIA を含めて９件 

 

２号議案： 平成２５年度決算報告 （別紙資料－１・２・３・４） 

 

３号議案： 平成２６年度事業計画 

  ○ 大会の開催 第１２回大会を下諏訪町で開催 

○ 学会誌の発行  「産学連携学」を年２回(平成２６年６月、平成２６年 

１０月)発行する。 

○ シンポジウムの開催（平成２６年度） 

○ 認定講習会を東京で３回開催し受講者を対象としたフォローアップ研

修もあわせておこなう。 

○ 産学連携学入門の改定版の発行 

○ 関西・中四国支部第６回研究・事例発表会を愛媛県松山市で開催する。

（平成２６年１２月５日） 

○ 北海道支部でセミナーを北見市で１回開催する。 

○ 九州支部 講習会の開催（平成２６年１２月９日 於 熊本市（予定）） 

○ 研究会（学金連携システム研究会、まちづくり研究会、ＴＲ研究会）の

開催 



○ お茶の水コラボレーションセミナーの開催（年６回程度）。首都圏を中

心とした地域で産学官連携に興味を持つ会員同士のネットワーク構築

を目的とする。（既に今年度は２回実施、次回は７月９日に開催予定） 

○ ニュースレター（年３回（予定））、メールニュース（随時）の発行 

○ 各種イベントや展示会での出展をおこなう 

○ 会員数増加の為の様々な活動をおこない、会員になっていただいた方の

満足度を高める学会の在り方としてどうあるべきか検討をおこない、こ

れを実行する。これについては、事務局を代行していただいている株式

会社キャンパスクリエイトにも追加支援業務として関わっていただく。 

 

 

４号議案： 平成２６年度事業予算計画 （別紙資料－５） 

 

５号議案： 平成２６年度表彰者 （別紙資料－６） 

 

７． 閉会：議長閉会宣言 

      議長解任 

 

【平成２６年度役員】（平成２６年６月時点） 

会 長：伊藤正実（群馬大学） 

副会長：小野浩幸（山形大学）、川崎一正(新潟大学)、木村雅和(静岡大学)、桑江良昇(宇

都宮大学) 

理 事：飯田香緒里（東京医科歯科大学）、石塚悟史（高知大学）、川名優孝（東京海洋

大学）、菊地博道（科学技術振興機構）、鞘師守（北見工業大学）、林聖子（日本立地セ

ンター）、松岡浩仁（信州大学）、安田耕平（キャンパスクリエイト）、山口佳和（千葉

工業大学）、山本一枝（ウェザーコック） 

    会長、副会長を加え１５名 

監 事：大塚誠(桜美林大学)、佐伯心高（大分県立工科短期大学校） 

 

               理事  １５名 

               監事   ２名 

 

事務局長：小野浩幸（山形大学） 

 

 



別紙資料－６ 

平成２６年度産学連携学会表彰について 

  

【表彰の種類】 

 

a．功労賞 産学連携学会の活動に対し功労のあった個人・団体を表彰 

 

b．業績賞 産学連携の先端的活動に対し業績を上げた個人・団体を表彰 

 

c．論文賞 本学会論文集に投稿した論文等が特に優秀であり、もって産学連携

活動全般に貢献した個人・グループを表彰 

 

d．特別賞 産学連携学会の活動に対し、特に顕著な業績等を残し記録にとどめ

るべき者を対象に表彰 

 

 

a.功労賞 

１．功労賞候補者    産学連携学会 学金連携システム研究会 

推薦理由 

同研究会は非常に活発に活動をしている。平成２６年３月１３日の研究会 

は既に１１回目の開催となっている。従来の産学官連携に、金が加わった産

学官金連携の豊富な事例研究を行い、金が加わることの効果を浮き彫りにし

た。これにより、社会での産学官金の重要性を高めるのに大きく貢献した。 

 

 

２．功労賞候補者    菊地 博道 氏 (独立行政法人 科学技術振興機構(JST)) 

推薦理由 

菊地氏は JST で開発部（現 A-STEP 委託開発）、知的財産戦略センター、

産学連携展開部など産学連携部門に１０年勤務しており、平成２４年２月か

ら産学連携学会で理事として活躍中である。産学連携学会では、会員増強に

努めるとともに、その一環として平成２５年４月にお茶の水コラボレーショ

ンセミナへーを立ち上げ、以降、８回を開催している。また、平成２５年度

から認定講習会の講師も務めており、産学連携関係の補助金についての解説

や成果の報告をしている。菊地氏の業績は大なるものがあり、功労賞受賞者

として推薦する。 

 

 



別紙資料－６ 

ｂ．業績賞 

業績賞対象者    岩手ネットワークシステム 

推薦理由 

我が国の産学連携の黎明期である１９９２年に岩手ネットワークシステ

ムは設立された。同システムは、「岩手県内における科学技術および研究開

発に関する人および情報の交流・活用を活発化し、共同研究を推進し、もっ

て科学技術および産業の振興に資する」ことを目的とし、産学官から個人の

資格で会員を集め、現在では１，０００名を越えるほどに成長した。幾つか

の研究会活動を主体に産学官連携が進んだ。設立当時このようなシステムは

我が国には見当たらず、その後の同様な地域コミュニティーのモデルとなり、

わが国の地域活性化に大きく貢献した。 

 

 

 

ｃ．論文賞 該当なし 
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