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※重要※ 

対面形式で開催します。 

会場では、新型コロナウィルス感染予防対策を行います。 

ご参加の皆様にはご不便をおかけしますが、ご協力のほどお願い申

し上げます。



産学連携学会第２０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 20 回大会を開催します。熊本大会では熊本地震・

熊本豪雨を経験し、復旧・復興に取り組んでおり、特別講演およびシンポジウムではこれま

での取り組みや現状、課題について講演・議論を行います。 

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： ２０２2 年６月２３日（木）・６月２４日（金） 

場所： 熊本市⺠会館シアーズホーム夢ホール

②大会プログラムの概要 

（1）特別講演 「阿蘇大橋地区大規模崩落斜面の対応等について」 

    株式会社熊谷組 九州支店 副⽀店⻑ 山下正治氏 

（2）シンポジウム 「地域における災害対策・復興に関する活動」 

熊本県は、2016 年の熊本地震、2020 年の人吉・球磨水害と立て続けに大災害に見舞われ、

そのたびに復興・復旧を行ってきている。現在も続いている復興や復旧における、企業活動、

地域活動、体制整備について議論を行う。 

▼パネラー(敬称略)： 

・株式会社熊谷組 土木事業本部 副本部⻑ 山下正治氏 

・九州電力送配電株式会社 熊本支社 副⽀社⻑ 兼 企画業務部⻑ 渡邊一重 氏 

・清流山水花あゆの里 代表取締役社⻑ 有村充広 氏 

・国立大学法人熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター センター⻑ 柿本⻯治

 （各パネラーより 10 分程度の話題提供を行い、その後内容について議論を行う） 

▼コメンテーター（敬称略）： 

⽂部科学省産業連携・地域⽀援課課⻑ （調整中） 

 経済産業省 産業技術環境局 大学連携推進室 室⻑ （調整中） 

 農林水産省 農林水産技術会議事務局 産学連携室 室⻑ （調整中） 

▼ファシリテーター（敬称略）： 

 国立大学法人熊本大学 理事・熊本創⽣推進機構⻑ 大谷 順 （予定）



（３）一般講演（口頭発表またはポスター発表） 

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。 

プログラム分類表は、➅（1）で記載する Website からもダウンロードできます。 

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 

（４）オーガナイズドセッション 

 5 件のオーガナイズドセッションを開催予定です。 

③大会日程 

※日程は予定であり一般講演の申込状況により変更になる可能性があります。 

S会場 A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 P会場

9:00〜9:30 開会式

9:30〜10:30 特別講演 展示

10:30〜12:30 シンポジウム 展示

14:00〜15:30 OS 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 OT

15:30〜17:00 OS 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 展示

17:00〜17:30 定期総会

S会場 A会場 B会場 C会場 D会場 E会場 P会場

9:00〜10:30 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 展示

10:30〜12:00 OS 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 OT

13:00〜14:30 OS 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 展示

14:30〜16:00 OS 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 展示

16:00〜17:30 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演 一般講演

６月23日（木）

６月24日（金）

 タイムテーブル



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 5,500 6,000 

正会員（学生） 2,500 3,000 

非会員 8,000 9,000 

※１ ２０２2 年４月２８日（木）までに参加申込・支払いを行った場合の費用 

※２ ２０２2 年４月２９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 

⑤対面開催の場合の会場における感染予防対策について 

対面開催の場合、以下の新型コロナ感染症まん延予防措置を行います。厳密な対策となって

おりますが、クラスターの発生を避けるため、やむを得ない措置としてご了承ください。 

なお、熊本県や国の指導により、追加あるいは緩めることもございますので、都度ご案内申

し上げます。 

産学連携学会 熊本大会 対面開催における感染予防対策 

①出席の方は、３回のワクチン接種あるいは参加日の 3 日以内の PCR 検査による陰性証明書の提示をお

願い致します。なお証明書発行に関わる費用等は検査費用を含めて個人負担でお願い致します。当日、

会場にて抗原検査を実施を検討中です（有償）。 

②会館内では不織布三重フィルター以上のマスク着用をお願いします。ウレタンマスク・布マスクは不

織布マスクとの併用以外はご遠慮ください。※健康上の理由等で既定のマスクができない場合も、参

加はお控えください。 

③会場入口での非接触体温チェック、各会議室入口での手指消毒を行いますので、ご協力お願い致しま

す。高濃度アルコールタイプを設置しますのでアレルギー等ある方は各自でご準備いただくか、受付

にご相談ください。 

④当日、発熱や咳、咽頭痛などの症状が生じた場合、出席を御控え下さい。また、咳が続いている方など

には、体温測定などのご協力をお願いする場合がございます。 

⑤新型コロナウィルスの感染状況により、熊本市で施設利用停止や集会や移動の制限などが生じた場合

は Web 開催あるいは中止とする可能性があります。また、海外の感染状況により帰国直後の参加制限

等も想定されます。 

⑥狭い発表会場では、入場者制限を行う場合がございます。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げま

す。 

⑦その他、感染拡大防止策として、列ができる場合には間隔をあける、会場の席の間隔を広げる、発表会

場内での会話抑制、会場内での食事の禁止などの措置を行いますので、ご協力ください。 

上記①〜⑦のいずれかご同意いただけない場合、本大会への参加申し込みはご遠慮ください。 

⑥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。 

・4/２８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。 

振込先 

 銀行名：肥後銀行  支店名：子飼橋支店（コカイバシ） 

 口座種別：普通 

 口座番号：2114704

 口座名義：緒方智成 

 フリガナ：オガタトモナリ 

（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：２０２２年４月２８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２９日（金）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。 

（３） 発表について

・口頭発表、ポスター発表の発表希望者は、２０２２年４月２８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。）また、オンライン形式の場合、ポ

スター発表はございません。 

・申し込み後、⑦の要領に従い発表要旨原稿を作成し、2022 年 5 月 9 日（月）までに提出

してください。発表要旨は、ウェブサイトよりダウンロードできる規定のテンプレートを

利用いただくか、別添のフォーマットに従い作成し、Word ファイルと PDF ファイルを

後日、発表申込者に通知する所定のサイトにアップロードしていただきます。 



（５） 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、2022 年 5 月 9 日（月）

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。 

・4/20 の開催形式確定後、新型コロナ感染拡大状況により、急遽オンライン開催に変更と

なった場合、この限りではありません。 

⑦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。⽩⿊および

カラーのいずれでも構いません。 

2. Word のテンプレートをウェブサイトよりダウンロードできます。あるいは、下図をご参

照いただき、所定のフォーマットでご提出ください。なお、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。 

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. 作成した発表要旨は、２０２２年５月９日（月）

までに、発表申込者に別途通知する所定のアッ

プロードサイトから提出してください。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。また、提

出期限後の予稿の差し替えはできません。セキ

ュリティポリシー等でアップロードが困難な場合、別途事務局にご相談ください。 

7. 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

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

25mm
25mm

25mm



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２０２２年６月上旬頃にメールにてご案内いたします。 

◆発表分類 

⑧一般講演の発表方法 

(1)発表時間は、講演１２分、討論３分、合計１５分の予定です。 

(2)お申込みいただいた分野により発表会場・発表時間の発表プログラムを企画します。 



⑨奨励賞について 

(1)本学会では、学生（学生会員のみ）による優れた口頭発表に対し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２０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 

⑩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

２０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。 

⑪重要な締切日 

2022 年４月２０日（水） 開催形式の決定 

2022 年４月２８日（木） ＜予約＞大会参加申込および支払い 

2022 年４月２８日（木） 一般講演（口頭・ポスター）申込期限 

2022 年５月９日（月） 発表要旨（口頭・ポスター） 電子ファイル提出

⑫大会事務局（お問い合わせ先） 

産学連携学会第２０回大会実行委員会 事務局：緒方智成 

〒860-8555 熊本県熊本市中央区⿊髪 2-39-1（熊本大学 熊本創生推進機構内） 

sangaku20th@ku-kico.org  TEL:096-342-3967 

◆会場の市民会館について （対面開催の場合） 

・アクセス：熊本空港よりリムジンバスで約 50 分、熊本駅からバスで約 10 分 

・会場の市⺠会館シアーズホーム夢ホールは、熊本城やサクラマチクマモトの徒歩圏内に位

置し、学会の合間や終了後、観光や食事を堪能できるロケーションとなっています。 


