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序章

１（仮称）産学官民連携センター設置検討協議会
（仮称）産学官民連携センター設置検討協議会（以下、「協議会」と

いう。）は、平成２５年１０月８日に開催された高知學長会議において、
（仮称）産学官民連携センター（以下、「センター」という。）の設置
に向けて必要な機能や運営体制等を県内の高等教育機関を始めとする産
学官民がともに検討することの了承を得て、平成２５年１１月１２日に
設置しました。また、協議会で検討する事項を詳細に協議するため、平
成２６年３月１４日（仮称）産学官民連携センター設置検討協議会ワー
キングを設置し、協議を重ねてまいりました。

（会議）
第５条 本協議会は、会員又は事務局の要請等に応じて、随時会長が第
３条第１項に掲げる会員を召集し開催する。ただし、専門的なアドバイ
スを得るなど会長が必要と認める場合は、会員以外の者を参加させるこ
とができる。

（雑則）
第６条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項
は別に定める。キングを設置し、協議を重ねてまいりました。

この度、協議会では、これまでの協議結果をセンターの基本構想「３
つの拠点機能」（案）としてとりまとめました。

２ （仮称）産学官民連携センター設置検討協議会規約

（名称）
第１条 本協議会は、「（仮称）産学官民連携センター設置検討協議
会」と称する。

（目的）
第２条 本協議会は、永国寺キャンパスを中心とした産学官民連携推進
拠点として設置を進めている「（仮称）産学官民連携センター」に必要
な機能等について、関係機関等が協議を行うことを目的とする。

は別に定める。

附則 この規約は、平成25年11月12日から施行する。

協議会委員

所属 役職 氏名

高知県公立大学法人
高知県立大学

副学長・地域教育研究
センター長

荻沼 一男

公立大学法人
高知工科大学

研究本部長・地域連携
機構長

木村 良

国立大学法人
高知大学

理事・副学長 櫻井 克年

学校法人 高知学園 事務局長・キャリアセ 二宮 久美

（構成）
第３条 本協議会は、県内の各高等教育機関、土佐経済同友会の代表者
が推薦した者及び県民代表を会員として構成する。
２ 本協議会に会長１名を置く。
３ 会長は、会員の互選によって定める。
４ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
５ 会長に事故のあるとき又は欠けたときは、会長が予め指名する副会
長がその職務を代行する。

（事務局）
第４条 本協議会の連絡調整等の事務を処理するため、高知県文化生活
部文化推進課に事務局を置く。

２

学校法人 高知学園
高知学園短期大学

事務局長・キャリアセ
ンター副長

二宮 久美

独立行政法人
国立高等専門学校機構
高知工業高等専門学校

機械工学科 教授 専攻
科長（副校長），地域
連携センター長

永橋 優純

土佐経済同友会 産学官民連携推進委員
会委員長

渡邊 基文

四万十町地域おこし協
力隊

渡邊 光明

高知県 文化推進課長 高橋 慎一



第１章 設置目的

高知県では、県内の高等教育機関の知見や学生の活力を活かし、産

学官民が行う産業振興や地域の課題解決に向けた様々な取組を推進

するため、高知県産学官民連携センターを平成27年４月に設置します。

高知県産学官民連携センターでは、「知の拠点」「交流の拠点」「人材

育成の拠点」を３つの基本機能とし、産学官民連携に関する相談窓口の

これらの拠点機能の役割を果たしていくため、県内の高等教育機関及び

県の担当者が日常的にセンターに集まり、関係機関と連携しながら相談窓口

としての機能を担うとともに、経済団体や産業振興センター、地域振興に関わ

る方々等と連携し、産学官民の交流機会を積極的に作っていきます。

また、関係機関と連携・協力することにより、産学官民の連携による様々な

活動の展開を支援するプラットフォーム的な役割を担っていきます。併せて、

３つの拠点機能を一体的に運営していくために、県内の高等教育機関や県、設置や交流機会の創出、人材育成研修などの取組を進めていきます。

これらの取組を通じて、産学官民がつながり、コミュニケーションを深

め、知の創造、産業や地域のイノベーションにつなげていきます。

３つの拠点機能を一体的に運営していくために、県内の高等教育機関や県、

経済団体等において「（仮称）高知県・大学等連携協議会」を設置します。

センターの取組を通じて、産学官民がつながり、コミュニケーションを深め、知

の創造、産業や地域のイノベーションにつなげていきます。

高知県では、人口の減少、一人あたりの県民所得の低迷等課題が山積

しています。こうした中、県では県勢の浮揚を図り、将来に希望の持てる

県づくりに向けて５つの基本政策に基づいた取組を進めています。

協議会では、高知県産学官民連携センター（以下、「センター」という。）

の機能として、県勢浮揚に向けた様々な取組に県内の高等教育機関の

知見や学生の活力を活かす方法、大学のキャンパス内に設置するメリット

を活かす方法等について協議を重ねてまいりました。

その結果、

経済の活性化 ～産業振興計画の推進～経済の活性化 ～産業振興計画の推進～

日本一の健康長寿県づくり日本一の健康長寿県づくり

南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化

県の５ つ の 基 本 政 策

【参考】

その結果、

（１）県内の高等教育機関の知見や学生の活力等を活かした取組につ

いての相談窓口を持つ「知の拠点」機能

（２）永国寺の知の利を活かして、人と情報が集まり産学官民が交流す

る「交流の拠点」機能

（３）大学のキャンパス内といった学ぶ環境を活かした「人材育成の拠

点」機能

これらをセンターの「３つの拠点機能」と位置付け、取組をすすめていく

基本構想を取りまとめました。

中山間対策の充実・強化

インフラの充実と有効活用インフラの充実と有効活用

教育の充実と子育て支援教育の充実と子育て支援

日本一の健康長寿県づくり日本一の健康長寿県づくり

少子化対策の抜本強化と女性の活躍の場の拡大

５つの基本政策に横断的に関わる政策

３



第２章 施設の概要

１ 名称
高知県産学官民連携センター（Kochi Regional Collaboration 
Center）と称する。愛称は、ココプラとする。

２ 所在地、面積等
所 在 地：高知県高知市永国寺１４５，１４６

永国寺キャンパス地域連携棟１階内
面 積：２３１．４４㎡

（事務室・交流スペース：１６６．４４㎡）

６ 永国寺キャンパス鳥瞰図

本部・講義棟

図書館（事務室・交流スペース：１６６．４４㎡）
（会議室：６５㎡）

３ センターの設置者
・高知県が設置します。
・センターには、県、県立大学、工科大学、高知大学、高知高専、学

園短期大学、で構成する(仮称)高知県 ・大学等連携協議会の事務
局を置き、産学官民連携推進の取組を進めていきます。

・センターには、県と５高等教育機関が駐在（常勤・非常勤）します。
・センターには、県、県立大学、工科大学、高知大学の担当者が常駐

します。（予定）

４ 整備スケジュール
地域連携棟耐震改修工事：Ｈ２６年７月からＨ２７年１月末まで
備品等搬入予定 ：Ｈ２７年２月から３月
供用開始 ：平成２７年４月１日

体育館・食堂
学生会館

地域連携棟
H26/7-H27/1 耐震改修工事

駐車場H31/3整備

地域交流広場

５ 永国寺キャンパス地域連携棟１階平面図

４

高知県産学官民連携センター 高知県産学官民
連携センター



Ⅱ産学官民の交流機会の創出

❐交流スペースを設置し、企業・地域の方々が、大
学等のシーズや活動を知る場、学生と課題解決等に

産学官民がつながる “ 交流 “ の拠点

Ⅲ人材育成

❐ 土佐まるごとビジネスアカデミーの実施
産学官の連携により構築した産業人材育成プロ

産業振興や地域振興につながる
” 人材育成 ” の拠点

～「高等教育機関の知見・活力」・「永国寺キャンパス内に設置」を活かし県勢浮揚を目指す “３つの(つながる)拠点機能” ～

交流
の拠点

人材育成
の拠点

❐企業・地域の課題・ニーズに対し、県内の高等教
育機関（以下、大学等）の知見や学生の活力を活
かした取組に繋げる相談窓口を設置します。

Ⅰ県内の高等教育機関につなぐ相談窓口の設置

第３章 高知県産学官民連携センターの３つの拠点機能

高等教育機関と つながる “ 知 ” の拠点
知の
拠点

学等のシーズや活動を知る場、学生と課題解決等に
に取組む場等、大学等と交流する機会を創出します。

・サイエンスカフェ、シーズ紹介、ニーズ発表

・学生×企業・地域のワークショップ等

・インターンシップを通じた交流促進
・海外留学生との交流を通じたグローバル化促進

❐注目テーマや地域資源の活用方法の勉強会、セミ
ナー等の開催により、産学官民の交流機会を創出
します。

・土佐まるごと社中定例会、研究会の設置 等

産学官の連携により構築した産業人材育成プロ
グラム「土佐まるごとビジネスアカデミー
（通称：土佐ＭＢＡ）」を実施します。

受講生のフォローアップ
・受講生の学びのステップアップを促進
・支援施策や機関の紹介等も行うことにより、

事業活動の次なるステージへの支援
・受講生同士、ＯＢ・ＯＧ、土佐まるごと社中

等とのネットワークづくりを支援

❐大学等が実施する社会人教育や人材育成情報を
一元的に情報発信します。

❐県の基本政策等の推進に向けて各機関が行なう
人材育成研修等に大学等の講師等を紹介します。

＜知る・見つける＞

・シーズ、取組
・ヒント、アイデア
・

P O
 I N

 T

育機関（以下、大学等）の知見や学生の活力を活
かした取組に繋げる相談窓口を設置します。

・産業振興、地域振興など

大学等の担当者が日常的に顔を会わせて
情報共有や議論を深める場とします。
≪ 学の連携、共同研究・活動等へ ≫

❐産学官連携を推進するプラットフォームの役割
を果たしていきます。

・高知県商工労働部と連携して産学官連携会議の開催
・各機関が行なう産学官連携に関する取組や補助金等の情

報共有

❐各専門機関と連携し効率的に活動します。
・大学等の産学官連携・地域連携部門
・産業振興センター・公設試験研究機関
・国、ＪＳＴ

大学等の担当者・
県職員が応対

連携して
課題解決等へ

交流促進

P o in t

P o in t

＜つながる＞

・意欲向上、人材の掘起し
・
・

課題解決、イノベーション

人脈形成、連携促進

しっかりフォロー

全国一学びの多い県を目指して人、企業、地域等

❐大学等の知見等を活かし、県勢浮揚につながる連携プロジェクトの企画、
立案、実施、実施支援を行ないます。

（例）高知県産業振興計画等に大学等の知見等を活かしていく連携プロジェクト
○取組等の中から、大学等が参画することで事業拡大や拡充の可能性があるも

のを抽出
○期待される効果、支援方法、予算（各種支援制度含む）等を検討
○各機関の役割分担、成果目標等を設定し、プロジェクトに取組む

≪「学」を中心に情報共有・協議・調査等を実施 ≫

３つの拠点機能を活かした連携プロジェクトの推進
連携
プロジェクト

産・民：大学等の知の活用機会が増加し、
①新サービスや新商品の創出、収益向上や雇用創出
②企業・地域等の課題解決
③若手人材の地域定着 等

大学等：①情報の共有化等による、共同研究・外部資金獲得促進
②地域志向型の教育・研究・共同研究等、大学等の地域貢献活動の促進
③大学等の魅力アップ、大学等に対する県民の信頼増進 等

県全体：大学等の知・活力を活用した取組の加速化による県勢浮揚

３つの拠点機能が産学官民にもたらす効果

５



高等教育機関と つながる “ 知 ” の拠点

１ 相談窓口
相談窓口は、企業や地域の課題やニーズに対し、県内の高等教育機関

の知見や学生の活力等を活かした課題解決等の取組につなげることを目
的に設置します。相談窓口では、県内の各高等教育機関の担当者が協力
し、各高等教育機関のシーズや研究要覧、また担当者が持つ人脈や経験
等を活かして相談に応じます。相談の内容に応じて、県内の高等教育機

知の
拠点 ３ 相談事例と応対

（１）シーズとニーズのマッチング
どこの高等教育機関に相談すればいいか分からない方、どのような

シーズがあるのか分らない方等が気軽に相談できる窓口としていきま
す。また、産業振興センター（ものづくり地産地消･外商センター）
と情報共有を図りながら効果的なマッチングにつなげていきます。

等を活かして相談に応じます。相談の内容に応じて、県内の高等教育機
関等につなぎ、相談者の課題解決等を図っていきます。

２ 産学官の連携
高知県産業振興センター等の産学官連携の取組を行なっている機関と

連携して効率的な相談窓口機能を果たしていきます。
（１）連携の方法
・交流拠点（場）を活用し、各機関の取組（県内の高等教育機関のシー

ズや研究内容、企業等のニーズ、各種補助金等の支援制度）を相互に
情報共有していきます。

・産学官連携会議（商工労働部が主催する産学官連携によるものづくり
の取組）をセンターで開催し、ものづくりに関する産学官の共同研
究やこれに関する県の支援制度等を情報共有していきます。

（２）地域貢献活動の紹介
県内の高等教育機関では、高等教育機関の特色や学生の活力を活か

した地域貢献活動（地域の活性化等に向けた活動）が行なわれていま
す。こうした活動を集約し地域等からの相談内容等に応じて紹介等を
行っていきます。

（３）講師等の紹介
県の基本政策等の推進に向けた人材育成研修等を行う機関等に対し、

県内の高等教育機関の講師等を紹介していきます。

（２）連携していく機関
・高知県産業振興センター

（ものづくり地産地消・外商センター）
・県内の公設試験研究機関
・県内の商工業団体・金融機関
・国、独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ） 等

６



産学官民がつながる “ 交流 “ の拠点

１ 交流の拠点
センターでは、産業振興や地域振興をキーワードに、高等教育機関

をはじめとする産学官民の新たな出会いの場につながる交流の拠点を
設置します。交流拠点での取組を通じて、高等教育機関、異業種間、
地域の方、行政、団体等との出会いの場を提供し、産学官民連携を推

開催日 イベント内容（例）

06/10(火) 大学シーズ紹介（工科大学 スラリーアイスで流通が変わる）

06/13(金) 土佐まるごと社中定例会（産官学民連携の可能性を語ろう！！）

３ 交流（例）
交流

の拠点

進していきます。

２ 交流の内容
センターで企画する交流イベントの他、センターの活動趣旨に賛同

いただける団体等が実施するセミナー等を共催イベントとして実施し
ていきます。

（１）センターで企画する交流イベント（例）
・シーズ・研究情報・地域貢献活動等の紹介、学生を交えたワーク

ショップ等
・産業振興センター等と連携した各種補助金など支援制度の紹介等
・企業等と連携した勉強会等

（２）共催イベント(例）
・土佐まるごと社中（産学官民の取組を推進する任意団体）定例会
・産業団体やＮＰＯと連携した勉強会など

06/17(火) 産業振興勉強会（シティネット（株）オープンデータが地域を変える）
※土佐経済同友会共催事業

06/20(金) 地域連携カフェ（ものづくり地産地消・外商センターの取組紹介）

06/24(火) 大学地域貢献活動紹介
（高知学園短大 子ども期の健康を支える職業人養成）

07/08(火) 地域振興取組紹介（ＮＰＯ 移住の促進と課題解決）

07/11(金) 産業振興勉強会（留学生 私の国では、この商品が売れる）

07/15(火) 大学シーズ紹介（高知大学 海洋深層水の有用性）

07/22(火) 高専シーズ紹介（高知高専 小さなマイクロバブルの大きな可能性）

７

08/08(金) 大学地域貢献活動紹介（県立大学 立志社中活動中間報告）

08/12(火) 地域連携カフェ （産業振興センター 各種補助金など支援制度の紹介）

08/18(月) 産業振興勉強会 （○○社 ３Ｄプリンターによる新たな商品開発）



産業振興や地域振興につながる” 人材育成 ” の拠点

１ 土佐まるごとビジネスアカデミー
ビジネスの基礎から応用・実践力まで、受講者のニーズやレベルに応

じて体系的に身につけられる研修プログラム「土佐まるごとビジネスア
カデミー（通称 土佐ＭＢＡ）」を平成２７年度からセンターで実施しま
す。
（１）土佐ＭＢＡの特徴

人材育成
の拠点

土佐MBAのカリキュラム体系(Ｈ２６年度）

全国
学びの機会が多い県を目指して

No.1

土佐ＭＢＡの開講

（１）土佐ＭＢＡの特徴
①県内の産学官が連携し社会人大学院の経営学修士（MBA)コースを

参考にカリキュラムを構成
②社会人が学びやすい柔軟なカリキュラム
③教育やビジネスの第一線で活躍する講師陣
④充実したフォローアップ体制（土佐MBA相談員の配置）

（２）これまでの実績
受講者数：H24：のべ1,672人、 H25：のべ1,648人

２ 県内の高等教育機関が行う社会人教育等の一元的な情報発信
県内の高等教育機関が行なう社会人教育や生涯学習等（例：地域活

性化フォーラム、情報スキルアップ公開講座等）の情報をセンターの
ホームページから一元的に情報発信していきます。

商品企画

経営・マーケティング

財務戦略

事例研究

貿易実務

出前講座

女性創業塾

経営判断力養成（土佐経営塾）

トップレクチャー

ガイダンス・入門編

基
礎
編

応

８

３ 人材育成研修等に県内の高等教育機関の講師等を紹介
県の基本政策等に向けて各機関が行なう人材育成研修等に県内の高等

教育機関の講師等を紹介します。

こうした取組通じて、全国一学びの多い県を目指していきます。

新商品開発（目指せ！弥太郎商人塾）

農商工連携ビジネス（目指せ！弥太郎商人塾）

６次産業化（農業創造セミナー）

起業家養成（創業塾）

衛生管理高度化研修

衛生管理高度化講座

土佐FBC（フードビジネスクリエーター人材創造）

応
用
・
実
践
編

・
技
術
 

専
門
知
識



関係機関県内全ての高等教育機関
県立大学 工科大学 高知大学 学園短大 高知高専

地域貢献活動（中山間対策支援等）情報地域貢献活動（中山間対策支援等）情報

シーズ・研究情報シーズ・研究情報

社会人教育（公開講座等）情報社会人教育（公開講座等）情報

知的資源を活かした交流拠点
・アイデアを形にする相手、支援機関との出会
いの場
・社会人が育つ場
・高等教育機関とのパイプ作りの場
情報、知識、アイデア等を持ち寄り、外と
つながるしかけを創り出す場

高等教育機関と
つながる情報

布師田

産業振興センター

○補助金情報

連携手段

センターと関係機関との連携

商工業団体、金融機関
・企業等のニーズ、課題

社会人教育（公開講座等）情報 つながるしかけを創り出す場

【積極的なしかけで連携のパイプを拡大】

高知県産学官民連携センター

高等教育機関の知見を活用

知の
拠点

・高等教育機関につなぐ相談窓口 （ニーズ×シーズ、地域との連携）

つながる

つながる情報
○補助金情報
・こうち産業振興基金事業
・こうち農商工連携基金事業 等

○コーディネーター等の活動情報
・企業等のニーズ、課題
・コーディネーターの専門的知識
・商談会情報 等

工業技術センター

（例）シーズ紹介や事業説明等

大学シーズ紹介 (工科大学 スラリーアイスで変わる流通)

土佐まるごと社中定例会(産学官民連携の可能性を語ろう)

産業振興勉強会
（シティネット(株) オープンデータが地域を変える）

地域連携カフェ
（ものづくり地産地消・外商センターの取組紹介）

大学地域貢献活動紹介
（高知学園短大 子ども期の健康を支える職業人養成）

地域振興取組紹介（ＮＰＯ 移住の促進と課題解決）

産業振興勉強会（留学生 私の国ではこの商品が売れる)

高専シーズ紹介（高知高専 小さなマイクロバブ
ルの大きな可能性） ・企業等のニーズ、課題

・専門的知識等

各種団体
・先進取組紹介
（福祉人材育成研修等）

等

産学官連携会議の開催

市町村、地域等
・課題、ニーズ等

人材育成
の拠点

・交流イベントの企画、実施

（関係機関との連携手段）

・土佐ＭＢＡ、立志塾の開催
・高等教育機関の講師紹介
・高等教育機関の公開講座等の情報発信

つながる
３つの拠点

ルの大きな可能性）

大学シーズ紹介（高知大学 海洋深層水の有用性）

地域振興取組紹介 (県立大学学生 立志社中活動報告)

地域連携カフェ産業振興センター
（各種補助金など支援制度の紹介）

９

交流
の拠点

パス回しのルートが開通



第４章 運営体制

センターの取組を推進するため、県内の高等教育機関と県において、
（仮称）高知県・大学等連携協議会を設置します。

（仮称）高知県・大学等連携協議会会則（案）

（名称）
第１条 この会は、高知県・大学等連携協議会（以下「本会」とい
う。）と称する。

（役員）
第５条 本会に会長を１名及び副会長を１名、並びに監事を２名置く。
２ 会長及び副会長は、総会において選出する。
３ 会長は、本会を代表する。
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは
その職務を代行する。
５ 監事は、本会の事業及び会計を監査する。

（任期）
（目的）
第２条 本会は、高知県と高知県公立大学法人高知県立大学、公立大学
法人高知工科大学、 国立大学法人高知大学、学校法人高知学園高知学
園短期大学、独立行政法人国立高等専門学校機構高知工業高等専門学校
（以下、「大学等」という。）が連携し、大学等の知見を生かした本県
の産業振興や地域の課題解決等の取組を推進し、産業振興や地域振興に
取り組む方々とともに産業や地域のイノベーションにつなげていくこと
を目的とする。

（事業）
第３条 本会は、前条の目的を達成するため高知県産学官民連携セン
ターにおいて、次の事業を行なう。
（１）県内の大学等との連携に関する相談
（２）産学官民の交流機会の創出
（３）人材育成
（４）前各号に揚げるもののほか本会の目的を達成するため必要な事項

（任期）
第６条 役員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。

（総会）
第７条 本会の運営等について協議するため、総会を置く。
２ 総会は、会長が必要に応じて招集する。
３ 総会の議長は、会長が務める。
４ 総会の議決事項は、次のとおりとする。
（１）本会会則の制定及び改廃
（２）役員の選出及び改選
（３）事業計画及び収支予算
（４）事業報告及び収支決算
（５）その他会長が必要と認めた事項
５ 総会は書面あるいは電子メールをもって代えることができる。

（専決処分）
第８条 会長は、第７条に基づく会議を招集するいとまのない場合、又（４）前各号に揚げるもののほか本会の目的を達成するため必要な事項

（構成）
第４条 本会は、次の機関により構成する。
高知県
高知県公立大学法人 高知県立大学
公立大学法人 高知工科大学
国立大学法人 高知大学
学校法人高知学園 高知学園短期大学
独立行政法人国立高等専門学校機構 高知工業高等専門学校

第８条 会長は、第７条に基づく会議を招集するいとまのない場合、又
は軽微な議決事項については、これを専決処分することができる。
２ 前項の規定により専決処分したときは、会長はこれを次の総会で報
告し、その承認を求めなければならない。

（オブザーバー）
第９条 会長は、必要があるときは、本会にオブザーバーを置くことが
できる。
２ オブザーバーは、会長が委嘱する。
３ オブザーバーは、必要に応じて総会に出席して意見を述べることが
できる。
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（情報共有等）
第10条 高知県における産学官民連携に携わる機関又は関係する機関が、
お互いの産学官民連携の活動等を情報共有するとともに、第3条に基づ
く本会の事業についてアドバイス等をいただくため、高知県産学官民情
報共有ネットワーク会議を設置する。
２ 高知県産学官民情報共有ネットワーク会議の内容については、別に
定める。

（事務局）

（仮称）高知県産学官民情報共有ネットワーク会議設置要綱

(目的)
第１条 産学官民の連携による本県の産業振興や地域の課題解決等の取組を
推進するため、高知県における産学官民連携に携わる機関又は関係する機関
がお互いの産学官民連携の活動等を情報共有すること等を目的として、高知
県産学官民情報共有ネットワーク会議（以下、「ネットワーク会議」とい
う。）を設置する。

（役割）
（事務局）
第11条 本会に、事務局を置く。
２ 事務局は、高知県産学官民連携センター内に置く。
３ 事務局長は高知県文化推進課長を以ってあてる。
（※H２７年４月以降は、（名称未定：高知県産学官民連携センター
長）と改める。）
４ 事務局の事務処理(会計含む）等に関しては、別に定める。

（雑則）
第12条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会
長が別に定める。

附 則
この会則は、平成２７年 月 日から施行する。

（役割）
第２条 ネットワーク会議は、次の各号に揚げる活動を実施する。
（１）県内の産学官民連携の取組等に関する情報収集や情報共有
（２）高知県産学官民連携センターで実施する事業等へのアドバイス等
（３）その他、県内の産学官民連携の推進に必要な事項

（組織）
第３条 ネットワーク会議は、次に揚げる機関で組織する。 【調整中】

(委員)
第４条 ネットワーク会議には委員を置き、各委員は、別表に揚げるとおり
とする。

（会長）
第５条 ネットワーク会議には会長を置き、委員の互選によって定める。

（会議）
第６条 ネットワーク会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
２ 会長は、必要に応じて委員以外の者をオブザーバーとしてネットワーク
会議に出席させ、意見を求めることができる。

１１

会議に出席させ、意見を求めることができる。
３ 会長は、必要に応じて委員を招集し、ネットワーク会議の運営等に関し
て必要な事項を諮り、あるいは、意見を求めることができる。その際の議長
は会長が委員の中から指名することができる。

（事務局）
第７条 ネットワーク会議の事務局は、高知県産学官民連携センター内に置
く。

（雑則）
第８条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関して必
要な事項は、会長が別に定める。

附則 この要綱は、平成２７年 月 日から施行する。



第５章 平成２７年度予算概要（案）

１ 予算の考え方
センターは、県が枠組みを用意し、県内の高等教育機関、県、企業、

ＮＰＯなどの方々が産業振興の推進等を目的とした様々な交流活動が行
なわれ、新たな取組等がつくられていくプラットフォームを目指します。
県として活動する事業に加えて、産学官民連携の関係機関で構成する

（仮称）高知県・大学等連携協議会として活動する事業の両方を、セン
ターで行います。
このため、予算計上は、次のとおり計上します。

２ 県予算

３ （仮称）高知県・大学等連携協議会予算

項 目 内容

広報費 センターのＷＥＢサイト保守管理費

委託費 土佐ＭＢＡ運営委託費 等

事務費 センターの運営に必要な事務費

項 目 内容

交流事業活動費 交流イベントの開催等に必要な謝金・旅費等

連携プロジェクト
等推進費

プロジェクトの推進に必要な経費

事務費 （仮称）高知県・大学等連携協議会の活動に
必要な事務費
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第６章 今後のスケジュール

Ｈ２６
7月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

Ｈ２７
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

全体

第５回
設置検討
協議会

學長会議 第６回
設置検討
協議会

ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ
ｲﾍﾞﾝﾄ

(講演等)

ＯＰＥＮ

全体

任意団体
設置

(仮称）
高知県・
大学等連
携協議会

設立総会(3/25予定）

・会則制定
・役員選出
・H27事業計画等

施設整備

【協議事項：基本構想、事業
計画】

【協議事項：任意
団体設置案】

事業開始
・相談窓口
・交流イベント開催 等

事業開始
・土佐ＭＢＡ 等

施設整備

広報活動

耐震改修工事 移転 供用開始

１３

ホームページ作成・試運転 広報開始



【 (仮称)高知県 ・大学等
連携協議会(任意団体）】

高知県産学官民連携センター
＜県が設置＞

１ センターの組織（図）

【県】

【センターに常駐】

参考資料

県内の高等教育機関につなぐ
相談窓口

県内の高等教育機関の
講師等を紹介（人材育成）

県内の高等教育機関の公開
講座等を一元的に情報発信

産学官民の交流イベ
ントの企画・実施

連携プロジェクトの
企画等

産学官民連携を推進する
プラットフォームとして、
各部がセンターで実施

商工労働部：産学官連携会議

【センターに常駐】

県の業務（土佐まるごとビジ
ネスアカデミー等）、（仮称）
高知県 ・大学等連携協議会
の業務を実施

事務局長：県職員

【高等教育機関】

【センターに常駐】
各大学の業務・（仮称）高知県 ・大学等連

携協議会の業務を実施

県立大学
数名

工科大学
数名

高知大学
数名

【センターに連携
窓口を常設】

学園短大 高知高専
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事務局長：県職員



２ （仮称）産学官民連携センター設置検討協議会開催概要

【第１回】
日時：平成２５年１１月１２日（火）１５：００～１７：００
場所：高知県立大学永国寺キャンパス会議室
協議：本県の産学官連携の取組状況

各高等教育機関の産学官連携の活動状況（紹介）
センターに必要な機能 等

３ （仮称）産学官民連携センター設置検討協議会ワーキングの設置

第１ 設置目的
（仮称）産学官民連携センター設置検討協議会ワーキング（以下、「ワーキ

ング」という。）は（仮称）産学官民連携センター設置検討協議会が、セン
ターの設置に向けて協議してきた事項等をより詳細に検討し具体化していくた
め、関係機関の実務者で協議することを目的とする。

第２ ワーキングメンバー
【第２回】
日時：平成２５年１２月１８日（水）１０:００～１２：００
場所：高知県立大学永国寺キャンパス会議室
協議：先行取組事例（大阪視察）報告

センターに必要な機能
センターのスペースの活用 等

【第３回】
日時：平成２６年１月２７日（月）１５：００～１７：００
場所：高知県立大学永国寺キャンパス会議室
協議：センターの運営体制、交流機会の内容

これまでの協議結果（中間報告書）のとりまとめ 等

【第４回】
日時：平成２６年５月８日（木）１６：００～１７：３０
場所：高知県立大学永国寺キャンパス会議室

第２ ワーキングメンバー

所属 氏名 役職等

高知県公立大学法人
高知県立大学

川崎 伸 永国寺事務室 チーフ

竹内 祐司 法人経営室 主幹

公立大学法人
高知工科大学

佐藤 暢 研究連携部研究連携専門監

髙橋 時恵 〃 社会連携課 主任

国立大学法人
高知大学

石塚 悟史 地域連携推進センター副センター長

小林 克巳 地域連携課産学官民連携係長

学校法人 高知学園
高知学園短期大学

森 匡 学生支援課キャリアセンター課長

吉田 亜紀子 看護学科准教授

独立行政法人
国立高等専門学校機構
高知工業高等専門学校

宮田 剛 地域連携副センター長

場所：高知県立大学永国寺キャンパス会議室
協議：センターに必要な機能

センターの３つの拠点機能
センターに期待される効果 等

【第５回】
日時：平成２６年７月２５日（金）１５：００～１７：００
場所：高知県立大学永国寺キャンパス会議室
協議：センターの基本構想案の策定 等

【第６回】
日時：平成２６年１２月１０日（水）書類協議
協議：センターの基本構想の策定 等
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第３ 事務局
連絡調整等の事務を処理するため高知県文化推進課に事務局を置く。

第４ 開催
協議会及びワーキングメンバー並びに事務局の要請等に応じて随時開催する。

附則 このワーキングは、平成26年3月14日から開始する。

高知工業高等専門学校

土佐経済同友会 渡邊 基文 産学官民連携推進委員会委員長

高知県
市川 なえ子 文化推進課課長補佐

谷内 康洋 〃 チーフ



４ ワーキング開催概要

【第１回】
日時：平成２６年３月１４日（金）１５：００～１７：００
場所：高知県庁会議室
協議：相談窓口の体制 等

【第２回】
日時：平成２６年４月４日（金）１６:００～１８：００

【第８回】
日時：平成２６年８月２６日（火）９：３０～１１：３０
場所：高知大学地域連携推進センター会議室
協議：交流事業の企画立案 等

【第９回】
日時：平成２６年９月１５日（火）９：３０～１１：３０
場所：高知県立大学永国寺キャンパス２階会議室
協議：Ｈ２７年度事業計画・予算（案） 等日時：平成２６年４月４日（金）１６:００～１８：００

場所：高知県立大学永国寺キャンパス会議室
協議：交流スペースの活用 等

【第３回】
日時：平成２６年４月１５日（火）１３：３０～１５：３０
場所：高知工業高等専門学校地域連携センター技術相談室
協議：運営体制、連携プロジェクト 等

【第４回】
日時：平成２６年５月２１日（水）９:３０～１１：３０
場所：高知学園短期大学７号館会議室
協議：必要な情報集約、学生の関わり方 等

【第５回】
日時：平成２６年６月４日（火）１３：３０～１５：３０
場所：高知大学地域連携推進センター会議室

協議：Ｈ２７年度事業計画・予算（案） 等

【第１０回】
日時：平成２６年１１月２６日（火）９：００～１１：３０
場所：高知県立大学池キャンパス２階会議室
協議：任意団体規約(案) 等

場所：高知大学地域連携推進センター会議室
協議：予算（案） 等

【第６回】
日時：平成２６年６月２０日（火）１６：００～１８：００
場所：高知県立大学永国寺キャンパス会議室
協議：任意団体の会則 等

【第７回】
日時：平成２６年７月８日（火）１５：００～１７：００
場所：高知工科大学地域連携棟会議室
協議：センターの基本構想 等
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