平成 29 年 6 月 15 日
産学連携学会正会員

各位
特定非営利活動法人
会

長

産学連携学会

小野

浩幸

平成 29 年 6 月定例総会決議のご通知
拝啓

時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の表記総会において、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２８年度事業報告の件
２号議案：平成２８年度決算報告の件
３号議案：平成２９年度事業計画の件
４号議案：平成２９年度事業予算計画の件
５号議案：役員改選の件
６号議案：平成２９年度表彰者の件
上記の件は、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２９年６月総会資料

【と

き】

【ところ】

平成２９年６月１５日（木）
１７：１０～１８：００
栃木県総合文化センター
ホール棟（南棟） (S 会場)
〒320-8530
栃木県宇都宮市本町１－８

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
２０１7

平成２９年６月定期総会

議事資料

１． 日時：平成２９年６月１５日（木） １７：１０～１８：００
２． 場所：栃木県総合文化センター ホール棟（南棟） S 会場
３． 出席者数：正会員総数
人のうち
出席（うち表決委任者
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
議事録署名人
議事録署名人
５． 開会：議長開会宣言
６． 議事：
１号議案： 平成２８年度事業報告
○ 大会の開催：平成２８年６月１６日～１７日の日程で第１４回大会をア
クトシティ浜松コングレスセンター（浜松市）において開催した（参加
者数 418 名、発表件数 171 件）
○ 学会誌の発行：学会誌「産学連携学」第１２巻第２号を平成２８年６月
２０日に、第１３巻第１号を平成２８年１２月２０日に発行した
○ シンポジウムの開催：平成２９年１月１７日に「オープンイノベーショ
ンで切り拓く革新的新事業創出～今、大学産学連携は How から What へ」
をテーマに東京医科歯科大学（東京都文京区）を会場に開催した
○ 海外学会との交流：平成２８年６月１７日に第１４回大会のなかで韓国
の産学協力学会の Lee 会長らを招き日韓ワークショップを開催した
○ ニュースレターの発行：ニュースレター２７号～２９号を発行し（２７
号・平成２８年６月、２８号・平成２８年１２月、２９号・平成２９年
３月）
、全会員に郵送した
○ メールニュースの発行：第６７２号～第７９９号発行（１２８回）のメー
ルニュースを全会員に提供した
○ お茶の水コラボレーションセミナーの開催：東京都市ヶ谷 JST 東京本部
別館会議室にて第１９回～第２３回（全５回）のセミナーを開催した（平
成２８年５月１２日、平成２８年７月１３日、平成２８年９月１４日、
平成２８年１２月１３日、平成２９年２月８日）
○ 産学連携人材講習への貢献：平成２８年６月２１日～２２日、7 月５日～
６日に荒川区において行われた産学金連携講習の監修、１１月１７日～
１８日に仙台市において行われた社会実装支援人材育成研修に講師を派
遣した
○ イノベーション促進産学官対話会議（事務局：文部科学省高等教育局、
文部科学省科学技術・学術政策局、経済産業省産業技術環境局）に設置
された「産学官連携深化ワーキング」に対して『ガイドライン検討に関
する意見書』を提出した（平成２８年１０月２７日）
○ 各支部活動

・北海道支部：
「産学連携学会北海道支部セミナー」を開催（平成２９年３
月２９日：札幌市）
・東北・北関東支部：「東日本リエゾンカンファレンス in 秋田２０１６」
を開催（平成２８年９月６日～７日：にかほ市）、
「北関東産学官金連携
シンポジウム in 茨城」を開催（平成２９年３月１５日：水戸市）
・関西・中四国支部：第８回研究・事例発表会を開催 （平成２８年１１
月２８日～２９日：米子市）
・九州支部：産学連携懇談会・産学連携ネットワーク会議を開催（平成２
９年３月１６日：鳥栖市）
○ 研究会活動
・学金連携システム研究会：第１６回研究会(平成２８年１０月４日：秋田
市)、第１７回研究会（平成２９年３月２４日：広島市）
・オープンイノベーション研究会：平成２８年度シンポジウム（上述）の
企画・運営（平成２９年１月１７日：文京区）
・リサーチ・アドミニストレーション研究会：第 3 回研究会（平成２８年
６月１５日：浜松市）
、研究大会オーガナイズドセッション（平成２８年
６月１６日：浜松市）、第 4 回研究会（平成２８年８月２７日:目黒区）、
第５回研究会(平成２９年１月２７日:川崎市)
○ 各種イベントや展示会での出展
・「第１０回宇都宮大学企業交流会」への出展（平成２８年９月１２日、
宇都宮市）
・
「アグリビジネス創出フェア２０１６」への出展 （平成２８年１２月
１４日～１６日、江東区）（研究促進委員会）
○ 共催事業：輸出管理 DAY FOR ACADEMIA（平成２９年２月２８日：江東区）
○ 後援・協賛事業：
「第１７回西武信用金庫ビジネスフェア from TAMA」
、
「ア
グリビジネスフェア創出フェア２０１６」、
「第４回福祉住環境サミット」
の３件
○ 理事会開催：平成２８年６月１５日、平成２８年９月５日、平成２９年
１月１７日（全３回）
２号議案：

平成２８年度決算報告

（別紙資料－１・２・３・４）

３号議案： 平成２９年度事業計画
○ 大会の開催 第１５回大会を宇都宮市で開催
○ 学会誌の発行 「産学連携学」を年２回発行する。
○ 秋季シンポジウムの開催
○ 日韓ワークショップ（宇都宮市、6 月 16 日）
、韓日ワークショップ（韓
国、9 月下旬または 10 月上旬）の開催など海外学会との連携強化
○ ニュースレター（年３回（予定））、メールニュース（随時）の発行
○ 各支部活動
・北海道支部：支部の通常の活動に加え、東北・北関東支部との共催事業
を開催
・東北・北関東支部： 9 月 14、15 日に東日本リエゾンカンファレンス in

弘前を北海道支部及び、地域活性学会東北支部、ひろさき産学官連携フォー
ラムと共催で開催
・関西・中四国支部：11 月 29、30 日に徳島大学で第 9 回研究・事例発表
会を開催予定
・九州支部：医工連携等をテーマに全国規模での先行事例を紹介するシン
ポジウムを開催予定
○ 研究会活動
・学金連携システム研究会：2 回程度の開催
・オープンイノベーション研究会の開催
・リサーチ・アドミニストレーション研究会：全国大会 1 回、研究会 2 回
程度の開催
○ お茶の水コラボレーションセミナーの開催（5 回程度）
○ 各種イベントや展示会での出展

４号議案：

平成２９年度事業予算計画 （別紙資料－５）

５号議案：

役員改選（別紙資料－６）

６号議案：

平成２９年度表彰者 （別紙資料－７）

７． 閉会：議長閉会宣言
議長解任
【平成２８年度役員】（平成２９年６月時点）
会 長：小野浩幸（山形大学）
副会長：飯田香緒里（東京医科歯科大学）、石塚悟史（高知大学）、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：網屋毅之（宇都宮大学）、伊藤正実（群馬大学）、大塚誠（桜美林大学）、尾関
雄治（東レ（株）
）
、川名優孝（東京海洋大学）
、木村友久（山口大学）、坪田高樹（科学
技術振興機構）
、佐藤三郎（佐賀大学）、鞘師守（北見工業大学）、林聖子（亜細亜大学）
、
松本毅（
（株）ナインシグマ・ジャパン）
、安田耕平（（株）キャンパスクリエイト）、山
口佳和（千葉工業大学）
、山本一枝（（株）ウェザーコック）
会長、副会長を加え２０名
監 事：北村寿宏(島根大学)、松岡浩仁（信州大学）
理事
監事
事務局長：木村雅和（静岡大学）

２０名
２名

