平成２０年１１月７日
北海道地域イノベーション創出協働体
参加機関 各位 さま
ノーステック財団 新事業推進室

コーディネート人材育成研修会のご案内
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。協働体の活動に付きまして格
別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ノーステック財団では、
「北海道地域イノベーション創出協働体形成事業」にお
きまして、産学官の連携を促進する人材、コーディネート機能強化のための目利き人材
の養成・確保を目的に「コーディネート人材育成研修」を、１０月に引き続き１２月９
日・１０日に開催いたします。
今回は、地方開催の要望もあったことから、初の試みとして札幌をメイン会場、帯広
をサブ会場にテレビ会議システムによる二元中継で研修を実施いたします。ご都合のよ
い会場名を記載してお申し込みくださいますよう、ご案内申し上げます。
敬具

記
１．研修の詳細は、別紙 募集要項をご覧ください。

以上

お問い合わせ

（財）北海道科学技術総合振興センター
新事業推進室

担当：西岡、堤、早坂

〒001-0021
札幌市北区北 21 条西 12 丁目コラボほっかいどう
電話 011-708-6577

FAX 011-708-6529

e-mail：shinjigyou@noastec.jp

【募集要項】
「コーディネート人材育成研修」
［目 的］産学官の連携を促進する人材の養成・確保、コーディネート機能強化のため
の目利き人材の養成・確保のための育成研修を実施します。
［参加対象］公設試験研究機関や地域中核支援機関、ならびに産業化・事業化支援機関
の技術者・実務者など
［研修内容・日程および場所］研修は、より実践的なスキルの習得を目指し、道内の事
例を中心に技術移転実施例、道内産業の特徴的な生産形態でのマーケティ
ングの基礎、ビジネスモデルプラン構築などについて行ない、ワークなど
の演習も組み込みます。講師陣には、北海道でこの分野で活躍しているコ
ーディネータ、大学教員、道外からの専門講師で対応します。
日 程
１２月９日（火）
（午前 ９時〜１２時）
・ライセンシングの基礎・実務

研修内容

・知的財産管理の基礎と、産学官連携における知
的財産権の活用など

（午後 １３時〜１６時）
・マーケティングの基礎と事業化 ・
「値頃感」を理解する
のポイント
・販売対象エリア＝「商圏」を理解する
・事業化の成功例、失敗例…少量製品開発でビジ
ネスは成立するか、販路をどのように見つけて
いくか
１２月１０日（水）
（午前 ９時〜１２時）
・技術移転マネジメントのあり方 ・効果的な技術移転を目指して、コーディネート
の立場から、成功・未成功事例を通して技術移
転マネジメントのあり方の解説
（午後 １３時〜１７時）
・ビジネス・マネジメントと実践 ・需要予測、収支計画、経営分析
的経営診断
・売場の観察調査…客層、陳列、商品を見る力を
・フィールドワークからビジネス
つける【フィールドワーク】
モデルプランの作成
・販売戦略の立て方【演習】
研修場所は、リサーチ＆ビジネスパーク札幌大通りサテライト（愛称：
HiNT）をメイン会場、十勝財団をサブ会場として、テレビ会議システム
による二元中継で行ないます。

研修場所：メイン会場
リサーチ＆ビジネスパーク札幌大通りサテライト（愛称：HiNT）
札幌市中央区大通り西５丁目 昭和ビル １階
TEL 011-219-3359 FAX 011-219-3351
URL http;//www.hint-sapporo.jp/
○ 札幌地下鉄 大通り駅 １番出口正面
サブ会場
（財）十勝圏振興機構
帯広市西２２条北２丁目２３番地９
TEL 0155-38-8808 FAX 0155-38-8809
URL http;//www.tokachi-zaidanhint.jp
［その他］参加は無料です。
定員は、メイン会場が２５名、サブ会場は１０名程度です。参加申し込み時、
「札幌会場」あるいは「帯広会場」と会場を指定してお申し込みください。
以上

［申し込み先］１２月

１日（月）までにＦＡＸ，または E-mail にてお申し込みく

ださいますよう、お願い申し上げます。
キリトリ

ＦＡＸ ０１１−７０８−６５２９
（財）北海道科学技術総合振興センター 新事業推進室 行

コーディネート人材育成研修 参加申込書
会社（大学・機関）名

ご所属・ご役職

ご 氏 名

会 場
・札幌会場

・帯広会場

・札幌会場

・帯広会場

・札幌会場

・帯広会場

注）参加会場に○をつけてください
ＴＥＬ
ＦＡＸ
E-mail

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
問い合わせ・申込先：
（財）北海道科学技術総合振興センター
新事業推進室 西岡・堤・早坂
TEL：011-708-6577 FAX：011-708-6529
E-mail：shinjigyou@noastec.jp
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

コーディネート人材育成研修カリキュラム
講師名

日程

【講 師】
○橋本
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前東京都知的財産総合ｾﾝﾀｰ所
長
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ビジネス・マネジメントと実践的経営診断
フィールドワークからビジネスモデルプランの作成

（丸山）
(水)

17:00

マーケティングの基礎と事業化のポイント

技術移転マネジメントのあり方

札幌国際大学観光研究科講師

16:00

ライセンシングの基礎・実務

丸山技術ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ研究所代表

12/10

15:00

事

○丸山 敏彦

○八田 裕二
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（八田）
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を解説する。

【フィールドワーク】

【演習】

講師紹介：橋本 正敬（はしもと まさたか）

講師紹介：丸山 敏彦（まるやま としひこ）

講師紹介：八田 裕二（はった ゆうじ）

最終学歴

最終学歴

最終学歴

・昭和３７年３月 京都大学法学部 卒業

・昭和３６年３月 北海道大学理学部 卒業

・昭和５５年３月 京都大学理学部 卒業

主な経歴

主な経歴

主な経歴

・昭和３７年〜平成９年 三菱化学株式会社（最終：

・昭和３６年３月 北海道立工業試験場 研究員

・昭和５６年〜平成元年 市場調査事務所開設

・昭和５７年４月

同上

化学工業部長

・平成元年 （株）アイ・ピー・エス 代表取締役

・昭和６３年４月

同上

場長

理事・知的財産部長）
・平成８年〜平成１２年 株式会社ダイヤリサーチマ
ーテック取締役社長
・平成１２年〜平成１５年 日本エタノール株式会社
常任監査役
・平成１５年〜平成１８年 東京都知的財産総合セン
ター所長

･平成８年１０月 （独）科学技術振興機構 代表科学
技術コーディネータ
･平成１６年４月 （株）丸山技術コーディネート研究所
代表取締役 現在に至る

現在に至る
・平成２年 札幌国際大学 講師 現在に至る
・平成１９年 北海道工業大学 講師 現在に至る
・平成２０年 国土交通省 建設業ワンストッピサービス
経営支援アドバイザー 現在に至る

