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平成18年（2006）  4月
　

平成19年（2007）  4月

平成22年（2010）10月
　

平成27年（2015）  8月

平成29年（2017）  4月

平成31年（2019）  4月

令和  2年（2020）  4月

地域共同研究センターを設立

地域共同研究センター、知的財産本部及び機器分析センターを統合し、
産学連携支援センターを設置

産学連携センターに改称

産学連携部門、知的財産部門及び機器分析支援部門に地域連携部門を加え、
産学・地域連携センターに改称

産学連携部門、地域連携部門を統合し、産学・地域連携部門に改組

地域デザイン講座を設置

産学・地域連携部門を産学連携部門と地域連携部門に改組

地域人材部門を設置、機器分析支援部門を連携研究設備ステーションに改組

沿　革

センター長挨拶

副学長（産学・地域連携担当）
産学・地域連携センター長

國　武　久　登

産学・地域連携センター
宮崎大学

UNIVERSITY OF MIYAZAKI
CENTER FOR COLLABORATIVE RESEARCH & COMMUNITY COOPERATION

　宮崎大学では、「世界を視野に

　地域から始めよう」のスローガ

ンのもと、多様な社会の要望に応

え、人間性・社会性・国際性を備

えた専門職業人を養成してきまし

た。いま、日本は、「人口減少」、

「少子高齢化」、「商店街・繁華街

の衰退」、「地域コミュニティの衰

退」など大きな問題を抱えていま

す。そのため、国を挙げて「地方創

生」の取り組みが進められ、その中で国立大学法人の大きなミッシ

ョンとして「地域貢献」に大きな期待が寄せられています。

　本学では「異分野融合を軸に『地の利、人の利』を活かした教育

研究等の推進」や「地域と共に興す『新たに光る宮崎ブランド』の

確立と発進」に取り組み、地域活性化の拠点として、また、特色あ

る学術研究を宮崎から世界へ発信する拠点としての機能を一層強

化していきます。産学・地域連携センターは、その地域活性化のた

めの重要な拠点の役割を担っております。

　さて、本センターは令和2年4月に「地域人材部門」を立ち上げ、

宮崎県内の産学金労官の連携体である「宮崎県産業人財育成プラ

ットフォーム」及び高等教育機関の連携体である「高等教育コンソ

ーシアム宮崎」の事務局機能を担い、地域の産学官が一体となって

地域で活躍する人材を育成する「新しい人材育成プログラム」の確

立を目指すことになりました。また、「機器分析支援部門」を「連携研

究設備ステーション」に改組し、研究設備を中心に、限られた資源

を有効活用し、より良い教育研究環境の整備を図るため、全学的な

設備マネジメントを実施し、教育研究設備の有効活用を推進してい

きます。この改組により、本センターは更なる機能強化を図り、地域

からの多様な課題の解決に向けた受け入れ体制が強化できたと考

えております。

　本センターはこれからも「ワンストップ・サービスの精神」に則り、

共同研究等の推進、大学発ベンチャー企業の支援、公開講座及び

生涯学習、地域人材の育成及び確保、知的財産の創出及び活用、知

的財産の技術移転、分析機器の活用など多岐にわたる活動を通し

て、産業界・地域の課題にコミットして参ります。今後ともより一層

のご支援と、ご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



●科学技術相談、企業等
への学術情報の提供

●共同研究及び受託研究
の推進

●大学発ベンチャー企業
の育成及び支援

●産学連携活動に関す
る広報・調査・研究

産学連携部門

●地域連携事業の企画・
運営

●公開講座、生涯学習事
業の企画・運営

●地域連携活動に関す
る広報・調査・研究

地域連携部門

●知的財産の創出、管理
及び活用

●知的財産に係る技術
移転及び実用化

●知的財産に関する教
育及び人材育成

知的財産部門

●地域人材の育成・確保
に関する企画・運営

●地域人材に関する大
学間連携の推進

●地域人材に関する産
学金労官連携の推進

地域人材部門

●学内外からの分析機
器利用の支援

●分析技術の紹介や相
談による分析技術の
啓発及び地域貢献

●受託試験の受け入れ

●研修生の受け入れ

連携研究設備
ステーション

宮崎大学の産学・地域連携推進体制

機能・役割

自治体 産業界地域社会

副センター長

部門長会議

産学・地域連携センター

センター長

産学・地域連携推進会議

副学長(産学・地域連携担当)

令和2年
4月

新設
令和2年

4月

改組

●学内外の人材育成、地
域貢献のための講座、
セミナーの企画、運営 

●産学官金連携のイノ
ベーション創出

●地域デザイン棟およ
びその付帯設備の運
営、管理

地域デザイン講座

学　長

　産学・地域連携センターは、産学連携部門、地域連携部門、知

的財産部門、地域人材部門（令和2年4月設置）及び連携研究設

備ステーション（令和2年4月改組）の5部門、並びに県内企業で

ある米良電機産業株式会社からの寄附講座「地域デザイン講座」

で構成されています。

　「産学連携部門」は、産業界からの科学技術相談に対応すると

ともに、大学シーズと企業ニーズをマッチさせて共同研究への

展開を支援しています。「地域連携部門」は、公開講座等の生涯

学習の推進、中山間地支援や地域政策に資する調査研究等を通

して地域振興に取り組んでいます。「知的財産部門」は、研究成

果から生じた知的財産を管理し、特許等の取得や地域・産業界

への還元を行っています。「地域人材部門」は、地域や企業の次

代を担う人材の育成と確保のため、新しい人材育成プログラム

を強力に推進していきます。「連携研究設備ステーション」は、高

度な研究設備を多数所有し、各種試験・分析の依頼に応えるとと

もに全学的な研究設備の更なる共同利用を推進しています。

「地域デザイン講座」は、『発想のまち～新たな発見、そして応用・

飛躍に繋げる場～』をコンセプトに地域・企業・大学・学生の情

報交換、交流の機会を提供しています。このように、本学の産学・

地域連携の窓口として、産業界や地域の振興に貢献しています。

　また、自治体や企業等と連携・協力に関する包括協定を締結し

て、本学の知的・人的資源を活用するなど、地域社会の持続的な

発展や学術・文化の振興、実践的な技術開発や技術移転に取り

組んでいます。



地域人材部門 (令和2年4月設置)

#宮崎の産学金労官が連携
人材の育成・確保を強力に推進する新部門が誕生しました!

社会人の学びをアップデート

現場の声を聞き地域課題に挑む ファシリテーターの育成を推進 人と地域を知る学びの実践

若者のチャレンジマインドを育み伴走

　地域や企業を支える中核人材育成塾、社会人向けのビジネス
スキルの向上講座、さらに社会人と学生がともに学ぶイノベーシ
ョン講座等を実施します。

　学生にとってはキャリアアップや課題解決能力の向上につな
がり、企業にとっては若者目線の意見や課題の掘り起こしなど
の効果が得られるプログラムを開発・実施します。

　グローバルに活躍する人材の育成を行うとともに、大学を活
用した外国人材受入システムの構築、外国人留学生の県内就職
や地域との交流を促進します。

　「人を知る・地域を知る」ことを通じて、自分らしい生き方を考
える魅力的なキャリア教育を実施するとともに、学校や指導者
をサポートするキャリア教育ファシリテーターを育成します。

　“いつでも、どこでも”視聴可能なインターネット授業配信シス
テムを、県内各地の大学や高校等に拡大配信し、地域で活躍する
人々や地元産業の魅力を伝えます。

　県内全ての大学生等を対象にしたビジネスプランコンテスト
を開催するなど、高校生や若手社員を含め、若者のチャレンジを
実現し応援する文化を育てます。

　県・産業界・大学等からメンバーが集結した「地域人材部門」。県内外の多くの方々と連携して、人材の育成と確保のため
のプロジェクトを強力に推進します。

新しい人材育成プログラム、始動。

●地域・企業の次代を担う人材育成を強力推進

●学生も企業も成長する、本気になれるインターンシップ

●グローバル人材の育成と受入で地域を強くする ●“生きる力を育む”キャリア教育を推進

●ICTを駆使した授業配信システムで地域の“学び”を応援

●学生起業・企業内チャレンジを全面バックアップ

~誰もが夢を語り、応援し、実現できる宮崎へ~



●まちなかキャンパス
　地域の実情を踏まえた課題解決に向けた取組をより一層推進することを目的に、
2017年2月に若草通アーケード内に設置しました。
　まちなかキャンパスは、下記のような公開講座の実施だけでなく、企業の方、地域住
民の方などが、各種会議や打合せなどでご活用いただくことが可能です。

■公開講座
　多様化する学びの要請に応えるため、年間40件以上の公開講座を実施し、
1000人以上の方に受講していただいております。

●教育委員会との連携/高大連携
　高校生向けの「宮崎サイエンスキャンプ」や「サイエンスコンク
ール」、中学生向けの「ワールドキャンプ」などを実施しています。
また、宮崎大宮高等学校や宮崎南高等学校で実施する探究活動
にも貢献しています。

●自治体との連携
　県内市町村やNPO法人などと連携して、地域の特色を生かし
た地域活性化事業を様々なアプローチから実施し、地域の振興
に貢献しています。

連携協定に基づく制度・事業、産学連携マッチング推進

地域の特色を生かした地域活性化の取組、市町村との連携事業

産学連携部門

日機装㈱との共同研究包括連携協定の
締結

本センター内に設置された
JA宮崎経済連宮崎大学オフィス

地域連携部門

宮崎大学認定連携協力コーディネーター
研修会

　「組織」対「組織」の産学連携による「地域イノベーションの創出」に向け、
企業等から共同事業推進活動経費（戦略的産学連携経費）を別
途負担いただくことで、本センターが社会実装に向けたカウンタ
ーパートとして、全学部を横断した共同研究プロポーザル等の提
案活動を始めとする組織的なサポート活動を実施することによ
り、成果を生み出す好循環を創出します。これまでに、日機装株
式会社との共同研究包括連携協定の締結及び共同研究講座「医
療環境イノベーション講座」の設置のほか、ＪＡ宮崎経済連との
包括連携協定に基づく「ＪＡ宮崎経済連宮崎大学オフィス」を本
センター内に設置しました。
　また、宮崎銀行及び宮崎太陽銀行とは新たな産学官金の協働
の仕組として、連携協定に基づき「宮崎大学認定連携協力コーデ

ィネーター制度」を創設しました。行員が県内企業の課題の収集
を行い、年２回の検討会を実施しています。
　さらに、本学と共同研究を実施する企業・研究機関等の研究者
や県内各機関のコーディネーター等が一堂に会し、技術・研究の
発表を通じた交流の場として「技術・研究発表交流会」を開催して
いるほか、研究シーズと企業ニーズをマッチングさせる「出会いの
場」として、『ラウンドテーブル』を開催し、同じテーブルを囲んで
研究者と参加者がシーズとニーズを具体的に掘り下げることを進
めています。
　このような取組を通じて、本センターでは新産業および新たな
価値を創出するため、連携協定に基づく制度・事業、産学連携マッ
チングを推進しています。

技術・研究発表交流会

夏休み特別企画「宿題バスターズ」

自治体との連携「日南ハッカソン」 門川グローバルキャンプ



知的財産部門

連携研究設備ステーション

知的財産に係る技術移転及び実用化の推進

分析機器による高度な研究支援と機関内外における共用化の推進

展示会（Biojapan 2019）での発表風景

第６回設備サポートセンター整備事業シンポジウム（令和2年1月30日）
主催：連携研究設備ステーション

宮崎大学共同利用設備閲覧・検索・予約システムトップページ

発明から出願までの流れ

発明の届出

発明評価の準備

知財部門の会議（発明評価及び取扱決定）

大学が承継する　 大学が承継しない

特許出願手続き

明細書作成

特許庁に出願

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

　知的財産部門では、大学の研究成果を知的財産として社会に
還元することを目的に、発明、実用新案、商標、意匠、ソフトウェ
ア、著作物のほか、実験動物や細胞株などの成果有体物等の知
的財産を一元的に管理しています。
　本学の教職員等から届出のあった発明等を審査し、企業（共同
出願である場合）等と協力し出願を行い、その後の権利化や維
持管理のため中間処理等の手続きを行います。また、本学で得ら
れた知的財産を社会に還元するため、技術説明会・イベント等の

開催または出展を通じて本学シーズを発信し、技術移転を図り
ます。
　加えて、本学教職員、学生を対象に知的財産についての教育や
セミナーを行います。また、弁護士、弁理士等の専門家を招いて
知的財産教育を行います。その他、契約書（共同出願、実施許諾、
成果有体物提供、秘密保持等）の作成・管理を行います。また、特
許相談会を開催したり、生物多様性条約対応の相談窓口として
細かなことについても相談に応じます。

　連携研究設備ステーションでは、本学の大型研究設備（分析機
器等）をデータベース化し、それらの一元管理と共用化の拡充を
統括しながら、機関内外への分析機器による研究支援を行なっ
ています。平成30年度より宮崎大学共同利用設備閲覧・検索・予
約システムを運用開始し（https://fsc-out-ap.vss.miyaza-
ki-u.ac.jp/top/）、本学における機関内外で共用可能な設備の
一覧をどなたでも閲覧および技術相談できる環境整備を行いま
した。
　また、宮崎県内の公設試験研究機関を含む分析機関等との連
携を推進するため、「みやざきファシリティネットワーク」を主導・

運営し、県内研究機関の設備の相互利用、情報共有ならびに技
術スタッフの技能向上を行うとともに、設備データベースの共有
等によるサポート体制の充実と利便性を高め、本学の研究基盤
の強化を図りながら地域の課題に一層応え得る体制を構築して
います。
　分析機器を利用した本学の様々な活動について皆様に情報発
信し、また相互交流を行う場として分析講演会を開催するなど、
より良い研究設備の機関内外への共用環境実現に向けて取組
んでいます。



●大学発ベンチャー企業の育成・支援
　本学との共同研究などにより創出された成果を基にベンチャ
ー企業を立ち上げた場合、「宮崎大学発ベンチャー」として認定
しており、一定期間、研究室を低廉で使用できるなどの支援を行
っています。令和元年5月には、学生発ベンチャーとしては第一
号となる「株式会社Smolt」が誕生しました。
〔認定ベンチャー企業　9社（令和2年6月現在）〕

●学生の起業に関する協力・支援
　「イノベーション創出」や「ベンチャー創出力強化」、「チャレン
ジ精神にあふれる人材の創出」等の重要性が提言されるなか、宮
崎大学においても、地域資源創成学部を中心としたアントレプ
レナーシップ教育を推進しています。本センターにおいても学
生の起業に関する協力・支援体制を構築しており、銀行や信用保
証協会等と連携した相談対応やビジネスプランコンテストを開
催しています。ビジネスプランコンテストへの参加学生からは
「文部科学大臣賞」受賞者や実際に起業する事例も出てくるな
ど、注目される取組となっています。

地域デザイン講座

大学発ベンチャー企業の育成・支援等について

民間企業の寄附を原資とする講座！
『地域デザイン講座』および『地域デザイン棟』　寄附企業：米良電機産業株式会社

地域デザイン棟

宮崎TOPセミナー　Studio

「株式会社Smolt」の資金調達及び事業計画等にかかる記者会見

「第3回宮崎大学ビジネスプランコンテスト」決勝プレゼンテーション

市長と学生のディスカッション
Meeting Room

　地域デザイン講座は、平成29年4月に米良電機産業株式会社
（宮崎県宮崎市）からの寄附を受けて「発想のまち~新たな発見、
そして応用・飛躍に繋げる場」をコンセプトに新設した講座です。
また、宮崎県の未来を見据えた自律型人材育成の推進拠点とし
て、産学官金の連携交流の場となる24時間開放の「地域デザイ
ン棟」を木花キャンパス・アカデミックコアに設置しています。地
域デザイン棟のStudio（セミナーホール・アクティブラーニング
空間）では、県内26市町村の各首長が地域のポテンシャルを語
る「宮崎TOPセミナー」や大学の研究資源と民間活力の融合を

図る「企業フォーラム」など、様々な情報発信や交流活動を展開
しています。これらの活動を通して、地域イノベーションの創出と
地域活性化を目指しており、設置されてからこれまでの間（令和
2年3月時点）に、学生や行政・民間企業および一般市民など、5
万人を超える方々が利用する交流の場となっています。
　地域の皆様、企業の皆様には、この交流拠点で展開されるイベ
ントやセミナー等に積極的にご参加いただき、大学や企業の情
報交換の場、学生との交流の場、社会人の学び直しの場としてご
利用ください。



　宮崎大学では、産業界・地方自治体等との連携を強化し、大学の「知」を社会に還元していくため、「共同研究・受託研究」等を
推進しており、国の大型プロジェクトによる研究に限らず、大学の技術シーズを生かした研究、地域のニーズを踏まえた研究
等、様々な産学官連携に取り組んでいます。

●共同研究制度
　企業等の研究者と大学の教員が、共通の研究課題
について共同して研究を行うことにより、優れた研究
成果を創出することを目的とした制度です。

●共同研究講座制度
　企業等から資金のほかに研究者などを受け入れて、大学内に設置する研究組織で、大学教員と企業等からの研究者とが共通の課
題について目的を共有し、研究成果の実用化等を見据えた共同研究を促進するものです。講座設置による充実した体制の中で、「組
織対組織の本格的な共同研究の推進」、「イノベーション創出」を目指します。

●寄附講座制度
　企業や自治体等から教育・研究振興のために寄附された資金や人材を有効に活用し、地域に根ざした宮崎大学における教育研究
の進展及び充実を図る制度です。

●受託研究制度
　企業等が大学に対して研究を委託し、その研究成
果を委託者へ報告することにより、企業等の研究開
発に協力する制度です。

●直接経費
　(研究に必要な経費)
　　　　　  +
●間接経費
　(直接経費の10%)

●共同研究 
　契約に基づき、貢献度等に
　応じて決定

●受託研究
　原則大学に帰属
　※相談に応じて柔軟に対応
　　します。

研究内容等に応じて柔軟 
に設定が可能（1~5年程度）

●特別試験研究費税額控
　除制度
企業等が支出した試験研究
費の一定割合が法人税から
控除されます。

大学の窓口となる業務について

共同研究・受託研究、共同研究講座、寄附講座の制度紹介

○申し込み

○受入決定

○契約の締結

○請求書の送付

○研究経費の納付

研究経費 発明等の取扱い

共同研究・受託研究
開　始

研究期間 税制上の優遇措置

宮崎大学1

2

3

4

5

企業・地方公共団体等

共同研究から生まれた
日向夏ドリンク

ドライエイジングビーフ及び熟成庫（ドライエイジングセラー）

科学技術相談
　『大学に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからない』という声をよく頂きます。宮崎大学には、学外からの相談をワン
ストップで受ける窓口として、産学・地域連携センターがありますので、まずは当センターにご相談ください。頂いた相談内容は
秘密厳守の上で、適任な教員がいるかなど検討し、コーディネートします。
　宮崎県における産学連携・地域連携・「地」における「知」の拠点として、産業界・地域と大学とのつなぎ役として、また、多様な学
術領域の融合をめざす場として機能するべく、当センターがあります。新規開発課題や既存産業での課題、地域・まちづくりに関
する課題など、産業界・地域の諸問題解決が共同研究などの大学との連携事業により実現できる様にコーディネートします。

●科学技術相談の成果事例
　宮崎県の地域資源、企業に蓄積される技術・ノウハウ等と大学の研究成果をうまく融合させることで、フードビジネス産業では「ド
ライエイジングビーフ」と「熟成庫（ドライエイジングセラー）」、「サクラマス水煮缶詰」、「きんかんタブレットチョコレート・きんかんボ
ーンクッキー」、「骨代謝改善機能に係る共同研究から生
まれた日向夏ドリンク」、農林水産業では「自動しゃくり
機（釣り具）」や「植栽現場位置情報検知システム」、医業・
福祉機器産業では「口腔外科用開創器」や「ロコモティブ
シンドローム計測機器」、エネルギー分野では「微生物燃
料電池」や「小水力発電装置」など、様々な分野において
多くの成果が生まれ、宮崎県の新たな成長に向けて取り
組んでいます。



教育学部
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乗り換え

約40～55分

国立大学法人  宮崎大学

産学・地域連携センター
〒889-2192  宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地
TEL：0985-58-4017  FAX：0985-58-3899

E-mail：crc@of.miyazaki-u.ac.jp  URL：http://www.miyazaki-u.ac.jp/crcweb/

お問い合わせやご相談は下記宛にお気軽にご連絡ください

■ 宮崎大学までの交通機関

宮崎大学〔木花キャンパス〕
宮崎大学医学部〔清武キャンパス〕
附属小学校・附属中学校
附属幼稚園

■ 施設位置図

木花キャンパス内マップ 産学・地域連携センター
（連携研究設備ステーション施設）

産学・地域連携センター
（産学・地域連携施設）

地域デザイン棟
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