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資料１ 第 1 回アンケート調査票（A 票・B 票） 

 

  



 

 

平成２９年８月吉日 
 各    位 
 

経済産業省九州経済産業局 
資源エネルギー環境部 
環境・リサイクル課長 

 
 

平成２９年度中小企業等産業公害防止対策調査 
「九州管内における大学・公的研究機関等の産業公害防止等技術シーズ 

活用促進調査」に係るアンケート調査ご協力のお願い 
 
 日頃より経済産業政策にご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。 
 
九州地域は、環境汚染と公害克服の経験を通じて公害防止等技術・ノウハウを蓄

積してきた歴史的背景を有し、大気・土壌・水質浄化等の環境分野の産業が多く集
積しており、国内の公害防止等技術の発展に大きく貢献するなど、公害防止等技術
を含めた環境分野は九州における重要な戦略分野に位置づけられております。 

 
平成２７年度の産業公害防止対策調査においては、九州管内の公害防止等技術を
含めた環境分野の中小企業等の取組、自治体の支援策や取組等について把握し、必

要な施策を検討・実施するとともに、中小企業や自治体の優れた取組等について、
調査報告書をとりまとめ、「九州の環境関連企業事例集」を作成・配布、セミナーを
開催する等広く情報提供を行いました。 

 
こうした中、本年度は、九州管内の大学・研究機関が保有する水質汚濁、大気汚
染、土壌汚染、騒音・振動、廃棄物処理等の産業公害防止に関連する分野の技術の

シーズやその活用に関する取り組み等を「技術シーズ集」としてとりまとめ、管内
の中小企業等に対して、広く情報提供することを通じて産学連携による知財活用・
共同研究の進展等の促進を図ることにより、産業公害防止等技術の九州内外におけ

る競争力を維持・強化し、もって、九州の産業公害防止を図ることを目的とした標
記調査を、環境テクノス株式会社を調査請負先として実施いたします。 

 
つきましては、大学・公的研究機関等における技術シーズやその活用に関する取
組を把握するため、別添のとおりアンケート調査票をお送りいたしますので、どう
ぞ本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようよろしくお願いいたし

ます。 



調査請負機関

九州管内における大学・公的研究機関等の
産業公害防止等技術シーズ活用促進調査（回答要領）

回答済の調査票は、同封の返信用封筒（角2、切手貼付済）にて、回答期限までに下記の調査機関宛にご返
信ください。予め、数頁程度のリーフレット等であれば返送可能な切手を貼付しておりますが、冊子等の同
封により重量超過があった場合は、誠に恐縮ですが貴機関にて追加分の切手代をご負担ください。

回答期限

平成29年９月１日 (金)

調査票の構成

調査票はA票(3頁)、B票(2頁)の２部構成となっています。両方の調査票にご回答ください(※)。
《A票》･･･ 貴機関（大学・公的研究機関等）の中小企業との連携および連携事例についてお尋ねします
《B票》･･･ 貴機関が保有する産業公害防止に係る技術シーズについてお尋ねします

調査票の配付

ダウンロードURL　http://www.kan-tec.co.jp/project/sankobo29.zip

回答票の返信方法

　本アンケート調査は、大学・公的研究機関等における産業公害防止に係る技術シーズおよびその活用に関
する取組みを把握する事を目的に、経済産業省九州経済産業局が平成29年度中小企業等産業公害防止対策調
査として実施するものです。なお、本調査は、調査請負先である環境テクノス株式会社が実施いたします。
　ご多忙のところ大変お手数ではございますが、本要領を参考に調査にご協力いただきますよう、何卒お願
い申し上げます。

○ 大気汚染対策 ○ 水質汚濁対策 ○ 騒音・振動対策
○ 土壌汚染対策

以上に関連する技術、寄与する可能性がある技術、応用可能な技術を幅広く指します

本調査の対象となる『産業公害防止技術シーズ』とは、

調査票は、直接ご記入いただける紙媒体のものを１セット同封しておりますが、電子媒体の様式（PDF形式
もしくはEXCEL形式）も別途用意しております。パソコン等で回答を直接入力(※)される場合、調査票を印
刷される場合など、電子媒体の様式をご希望の場合は、インターネット（下記URL）からファイルをダウン
ロードしてご利用ください。

※A票での回答内容によっては、B票の回答が不要になる場合もあります。

○ 廃棄物処理・リサイクル

個人情報の取り扱いについて：本調査で得られた情報は、本事業の以外の目的で使用することはございません。また、ご回答いただきました
内容についても、統計処理されたデータとして公表いたしますが、個別の大学・公的研究機関等が特定されるような情報を許可無く外部に公
開することはございません。

返信先および本調査の内容等に関するお問い合わせ先

環境テクノス株式会社　（担当）企画部　松田、岩本、蓮井
〒804-0003　北九州市戸畑区中原新町２番４号
TEL　093-883-0982　/　E-mail　info@kan-tec.co.jp

※パソコン等の環境によっては直接入力が出来ない可能性もあります。

なお、電子媒体の様式を用いた場合や、調査票をスキャンしたPDF形式をご用意いただける場合は、下記ア
ドレス宛に電子メールで返信していただくことも可能です。

電子メールでの提出先　info@kan-tec.co.jp



　以下の設問へのご回答お願い申し上げます。

 問１　技術シーズの保有 ※産業公害防止技術に限定せずご回答ください　

①いる ②過去にいた ③いない
①

 問２　中小企業等との連携推進体制 ※産業公害防止技術に限定せずご回答ください　

①連携推進の専門部署がある ②知財関連の専門部署がある
②

③専門部署は無いが他業務と兼務する担当者がいる ④ない

　　　※パートタイムの担当者がいる場合は下段に週あたり／月あたりの勤務日数を記入してください
③

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

①企業からの問い合わせに対応する ②企業のニーズを聞き取る／企業に技術を紹介する
④

③研究者がPR希望する技術を調査する ④事業化に向けたマッチング支援を行う

⑤契約締結等に関する支援を行う ⑥販路開拓に関する支援を行う

⑦その他（ ）

※貴機関の推進体制に関する資料（リーフレット等）があれば添付してください

⑤-1

⑤-2

⑤-3

⑤-4

1/3 次頁につづく

日 月 日 月 日

TEL

E-mail
窓口連絡先

※本年度、経済産業省九州経済産業局が発行する技術シーズ集に、各機関の連携窓口情報を
掲載する予定です。上記の窓口について、掲載が不可の場合は右欄に「不可」とお書きください。

人

「③いない」とご回答された方は、問６の回答者情報をご記入のうえ、調査票をご返信ください。

九州管内における大学・公的研究機関等の産業公害防止等技術シーズ活用促進調査
《 中⼩企業との連携および連携事例に関する調査票：A票 》

2-1　貴機関には中小企業等との連携を推進する組織がありますか？（あてはまるもの全てに〇）

1-1　貴機関には技術シーズを研究・保有する研究者がいますか・いましたか？（ひとつに○）

　本調査において『産業公害防止技術シーズ』とは、大気汚染対策、水質汚濁対策、騒音・振動対策、土壌
汚染対策、廃棄物処理・リサイクルに関連する技術、寄与する可能性がある技術、当該分野に応用可能な技
術を幅広く指します。調査票内で特に『産業公害防止技術シーズ』と指定がある場合は、上記に関連する分
野についてご回答ください。

2-2　2-1で①～③と回答した方　→　各部署に配置されている担当者数を記入してください

人

①連携推進部署 ②知財関連部署 ③兼務担当者

フルタイム 人 人 人

週 日

人

パートタイム 週 日 週

2-4　2-1で①～③と回答した方　→　中小企業等との連携を推進する組織の情報を記入してください

貴機関名／部署名

日

月

2-3　2-1で①～③と回答した方　→　どのような活動を行っていますか？（あてはまるもの全てに○）



①冊子、シーズ集がある ②リスト化、データベース化している ③ない
⑥

④その他（ ）

①紙媒体で配布している ②Webで公開している ③ない
⑦-1

④その他（ ）
⑦-2

 問３　企業との連携実績 ※指定が無い場合は産業公害防止技術に限定せずご回答ください　

①ある（現在も連携している） ②ある（過去に連携していた） ③ない
⑧

  　　どのような形態の連携ですか？（あてはまるもの全てに○）

①共同研究 ②受託研究 ③知財提供
⑨

④技術相談対応 ⑤施設・機器の提供 ⑥専門家派遣

⑦その他（ ）

  　　産業公害防止技術シーズに係る連携実績はありますか？（あてはまるもの全てに○）

①ある（中小企業） ②ある（大企業） ③わからない ④ない
⑩

「③わからない／④ない」とご回答された方は問４にお進みください。

3-4　産業公害防止技術シーズに係る連携の成果はどのようなものでしたか？（あてはまるもの全てに○）

①シーズ保有者が論文を発表した ②シーズ保有者が学会で発表した
⑪

③中小企業の事業化・商品化に繋がった ④中小企業の課題解決に繋がった

⑤その他（ ）

3-5　記載例を参考に産業公害防止技術シーズに係る連携の概要（テーマ、経緯、成果等）を記入してください
　　  ※可能な範囲で構いませんので代表的な事例を3件程度ご紹介ください

⑫

1. テーマ ・○○○を利用した※※※技術の開発　／　○○○の処理に関する研究開発　／　○○○装置の開発
2. 経　緯 ・○○○の水質改善について（連携窓口）に相談があり、※※※技術を紹介した　／

　○○○のリサイクルについて（研究者）に相談があり、※※※技術を活用した研究が始まった
3. 成　果 ・○○○の開発に成功し製品化が進んでいる　／　※※※年の実用化を目指して研究開発中
4. 参　考 ・参考情報が http://www.ooo.jp/oo.pdf で公開されている　／　参考資料を添付する（P〇参照）

2/3 次頁につづく

　　　  記載事項　　　記載例（全てを挙げていただく必要はありません）

2-5　貴機関には保有する技術シーズをまとめた資料等がありますか？（あてはまるもの全てに○）

2-6　2-5で①②④と回答した方　→　それらは外部に公開していますか？（あてはまるもの全てに○）

3-1　企業との連携で技術シーズを活用した実績はありますか？（ひとつに○）

3-2　3-1で「①②ある」と回答された方　→

3-3　3-1で「①②ある」と回答された方　→

※Web上で公開している場合はアドレス(URL)を記入してください。



3-6　産業公害防止技術シーズに係る企業との連携時に感じた課題はありましたか？（あてはまるもの全てに○）

①知的財産権への理解・配慮が不足している ②対価以上の要求を受ける
⑬

③中小企業が希望する支援内容がわからない ④事務手続きへの取組・対応が遅い

⑤その他（ ）

 問４　貴機関が保有する知的財産の活用 ※指定が無い場合は産業公害防止技術に限定せずご回答ください　

（
⑭

（うち産業公害防止技術関連
⑮

 問５　今後の中小企業との連携 ※指定が無い場合は産業公害防止技術に限定せずご回答ください　

5-1　今後、産業公害防止技術シーズを活用した中小企業との連携に取り組む意向はありますか？（ひとつに○）

①ある ②ない（大企業のみ） ③ない
⑯

5-2　中小企業との連携に課題はありますか（あてはまるもの全てに○）

①金銭面に関する合意形成 ②論文作成・学会発表への波及効果
⑰

③既に連携している企業との棲み分け ④企業が希望する成果の達成

⑤その他（ ）

5-3　今後、中小企業との連携を進めるにあたり、
　　  行政機関（国等）への意見・要望などありましたら、自由にご記入ください。

⑱

 問６　回答者について ※回答いただいた内容について後日お尋ねする可能性があります　

⑲-2

⑲-3

⑲-4

⑳

3/3 A票は以上で終わりです。ご協力ありがとうございました。引き続き「B票」の回答にご協力ください

⑲-1

「同じ」とご記入ください
問2と同じであれば

仮に、貴機関の産業公害防止技術シーズを
九州経済産業局発行の技術シーズ集に掲載することになった場合、

掲載には賛同していただけますか？
※掲載にあたっては追加の調査を実施します

①賛同する

②賛同しない

貴機関名／所属部署

件

役職　／　お名前

年度実績）

回答者
直通連絡先

TEL

E-mail

保有する特許の数
※直近年度時点

企業への特許移転実績
※直近５年間

件 件）



 問　貴機関が研究・保有する産業公害防止等に係る技術シーズ

[回答にあたっての補足説明]

〇本調査の対象となる『産業公害防止等技術シーズ』とは、大気汚染対策、水質汚濁対策、騒音・振動対策、土壌
　汚染対策、廃棄物処理・リサイクルに関連する技術、寄与する可能性がある技術、当該分野に応用可能な技術を
　幅広く指します。

〇技術シーズは中小企業との連携が可能なものを回答してください。

〇貴機関で作成した技術シーズ集やデータベース等がある場合は、手間を省略するため、冊子、該当ページコピー
　の添付もしくは参考となるURL等を挙げることでも回答できます（記入例参照）。
　※返信用封筒の送付金額が不足する場合は、誠に恐縮ですが貴機関で差額の負担をお願い致します。

〇産業公害防止分野と直接的な関係がないと思われる技術シーズでも、研究者もしくは産学連携推進担当者等に産
　業公害防止分野への展開意思があれば、幅広く挙げていただいて構いません。

〇該当する技術シーズが多数ある場合は調査票を複写して回答してください。ただし、連携の可能性が高いと思わ
　れる／連携を希望される技術シーズを優先的に回答してください。エクセルに直接入力する場合はセルサイズ変
　更可能ですが、印刷にあたっては全体が適切に表示されていることをご確認ください。電子メールでの提出も受
　け付けております。　

[回答票の記入例] 以下の記入例を参考にご回答ください。

《 技術シーズに関する調査票：B票 》
九州管内における大学・公的研究機関等の産業公害防止等技術シーズ活用促進調査

　A票において、技術シーズを研究・保有する研究者がいない（問1-1③）、中小企業との連携意思がな
い（問5-1②③）、九州経済産業局発行予定のシーズ集への掲載に賛同できない（問6下段②）と回答さ
れた方については、本調査票（B票）に回答していただく必要はありません。

No. 該当分野 特許
取得 対応可能な研究者

1

 □ 大気汚染対策
 □ 水質汚濁対策
 □ 騒音振動対策
 □ 土壌汚染対策
 □ 廃棄物処理・リサイクル

 □ 添付
 □ URL

○○を含有した微細気泡を用いた水質浄化技術
※※からの排水中で○○を含有した直径数⼗nm〜1μmの
微細な気泡を発生させることで、難分解性の汚濁負荷や色
素等を⾼効率で処理することが可能な技術。既に、△△県に
おける実証実験が始まっており、☆☆をはじめとする幅広い分
野で市場展開が期待されている。
参考URL：
http://www.ooo.ac.jp/ooooo/ooooo.html

□ ○○学部　○○学科
○○○○教授

2

 □ 大気汚染対策
 □ 水質汚濁対策
 □ 騒音振動対策
 □ 土壌汚染対策
 □ 廃棄物処理・リサイクル

 □ 添付
 □ URL

○○技術を活用した※※汚染の除去
詳細は本学Webサイトで公開している技術シーズ集2017年
度版
（http://www.ooo.ac.jp/ooooo/xxxxx.pdf）の
P25〜26　に掲載されています。

※本技術を活用した中小企業との共同研究実績が2件あり
ます（うち1件は現在実施中）。

□ 左記シーズ集内に掲載

3

 □ 大気汚染対策
 □ 水質汚濁対策
 □ 騒音振動対策
 □ 土壌汚染対策
 □ 廃棄物処理・リサイクル

 □ 添付
 □ URL

○○を利用した☆☆装置
詳細資料を添付します。該当箇所に付箋①を付けています。

※複数の中小企業から問い合わせがあり、
注目度の⾼い技術です。

□ ○○学部　○○学科
○○○○准教授

4

 □ 大気汚染対策
 □ 水質汚濁対策
 □ 騒音振動対策
 □ 土壌汚染対策
 □ 廃棄物処理・リサイクル

 □ 添付
 □ URL

○○残渣の有効利用技術
保有技術リスト
（http://www.ooo.ac.jp/zzz/zzz.pdf）の「No.35」を
参照

特許番号：第1111111号、発明の名称：○○方法、
特許権者：○○大学、※※県工業技術センター

□ ○○学部　○○学科
○○○○准教授

中小企業との連携が可能な技術シーズの概要

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

複数分野に当てはまる場合も、もっとも当てはまる分野に「✔」

冊子コピー等の添付資料やWebアドレスがある場合は「✔」 特許を取得している場合は「✔」



九州管内における大学・公的研究機関等の産業公害防止等技術シーズ活用促進調査
※事務局使用欄

役職/名前

No. 特許
取得 対応可能な研究者（所属/氏名）

1
 □ 添付
 □ URL

□

2
 □ 添付
 □ URL

□

3
 □ 添付
 □ URL

□

4
 □ 添付
 □ URL

□

5
 □ 添付
 □ URL

□

 □ 大気汚染対策
 □ 水質汚濁対策
 □ 騒音振動対策
 □ 土壌汚染対策
 □ 廃棄物処理・リサイクル

《 技術シーズに関する調査票：B票（回答票）》
No.

中小企業との連携が可能な技術シーズの概要
(シーズ集等のコピー添付、Webサイトでの公開URL等を記載することも可能です)

該当分野
(最もあてはまるものに□)

 □ 大気汚染対策
 □ 水質汚濁対策
 □ 騒音振動対策
 □ 土壌汚染対策
 □ 廃棄物処理・リサイクル
 □ 大気汚染対策
 □ 水質汚濁対策
 □ 騒音振動対策
 □ 土壌汚染対策
 □ 廃棄物処理・リサイクル
 □ 大気汚染対策
 □ 水質汚濁対策
 □ 騒音振動対策
 □ 土壌汚染対策
 □ 廃棄物処理・リサイクル

回答者情報
※1枚目のみ

TEL/E-mail所属部署

 □ 大気汚染対策
 □ 水質汚濁対策
 □ 騒音振動対策
 □ 土壌汚染対策
 □ 廃棄物処理・リサイクル

✔



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 第２回アンケート調査票 

 

  



平成２９年１２月吉日

技術シーズ保有者の皆様

研究者が保有する産業公害防止に係る技術シーズの活用を介して、大学・公的研究機関等

（調査は、調査請負先である環境テクノス株式会社が実施いたします）

　九州経済産業局では、本年度、事業で得られた技術シーズに関する情報を基に産業公害

防止技術に関する『技術シーズ集』の作成・発行を予定しております。本調査は、そのた

めの詳細な情報を収集するもので、予め大学・公的研究機関等（産学連携窓口等）から紹

介いただいた技術シーズ約１８０件の中から絞り込んだ技術シーズ約５０件弱を対象とし

ております。年末の忙しい時期に誠に恐縮ではございますが、何卒ご協力のほど宜しくお

願い申し上げます。

◎調査票について

　本ファイル中の「○_調査票」（○部分には三桁の固有番号）シートが調査票となって

おりますので、内容を直接ご入力いただき、ファイルをそのままご返信ください。

◎調査票の返信方法

　回答後の調査票は電子メールで下記に記すメールアドレスまでご返送ください。アドレ

スは調査票下部にも記載しております。ご所属の機関で回答をひとつに取りまとめて、返

送する場合もありますので、取りまとめ部署等から指定があればそちらに従ってください。

　環境テクノス株式会社 コンサルタント事業部 （担当：松田、岩本）

　E-mail : info@kan-tec.co.jp
　TEL    : 093-883-0982

◎技術シーズ集への掲載について

　ご回答いただいた技術シーズについては、誌面の分量に制約がありますが、複数の掲載

パターンを用意するなどして、できる限り掲載できるよう準備を整えております。現時点

ではご回答いただいた技術シーズがどのパターンで掲載されるかは決まっておりません。

場合によっては、ご希望に添えないことがあるかもしれませんが、予めご了承ください。

※掲載パターンのイメージについては、本ファイル中の「シーズ集イメージ」シートに例

　示しております。

以上

「技術シーズ詳細情報調査」協力のお願い

　本調査は、経済産業省九州経済産業局が実施する『九州管内における大学・公的研究機

と企業（特に中小企業）の連携促進を図ることを目的として実施するものです。

関等の産業公害防止等技術シーズ活用促進調査』事業の一環として、大学・公的機関等の

返信締切　２０１７年１２月２６日（火）

【調査内容に関するお問い合わせ先・調査票の返送先】



事務局側で入力済の回答欄については内容をご確認のうえ、加筆修正をお願いします。

まだ未入力の項目があります

 A 基本情報

 A1 機関情報

記述式

記述式

記述式

記述式

 A2 技術シーズ保有者情報

記述式

記述式

記述式

記述式

 B 技術シーズ情報 以下の設問については、原則として「B3」で挙げる産業公害防止に寄与することを念頭に置いた回答をお願いします

 B1 技術シーズの名称   ※30字程度まで 記述式

記述式

選択式 主： 副1： 副2：

記述式

 B5 技術の新規性

選択式

記述式

 B6 技術開発の状況

記述式
 b. 補足説明等（任意）
　※200文字程度

 b. 類似研究・技術との違い
　※200字程度

 a. 開発段階
選択式
（ひとつ）

 B4 技術の概要
　※200～400字程度
　※写真・図表を掲載する場合は300字程度

 a. 類似研究・技術の有無

 B2 キャッチコピー
　※50～70字程度

 B3 技術分野

 c. 連絡先：TEL

 d. 連絡先：E-mail

 a. 名前

 b. 所属　／　役職

 c. 連絡先：TEL

 d. 連絡先：E-mail

 a. 機関名称

 b. 企業連携窓口部署

経済産業省　九州経済産業局 02-001

九州管内における大学・公的研究機関等の産業公害防止等技術シーズ活用促進調査

《技術シーズ詳細調査票》

【お願い】

【回答状況】 【凡例】 必須回答欄 任意回答欄 回答不要欄

第1段階　基礎研究・構想・設計段階

第2段階　試作（ラボ実験レベル）段階

第3段階　試作（実証レベル）段階

第4段階　ユーザー試用段階

第5段階　製品・サービス化（試売／量販）段階



 B7 知財の取得状況

 a. 特許／実用新案取得の有無 選択式

 b. 知財の詳細（代表的な知財に絞ってご回答ください）

① 知財の種類 選択式

② 知財の名称 記述式

③ 登録番号等 記述式

④ 登録日 記述式

⑤ 主な権利者 記述式

⑥ 知財の概要等
　※200文字程度

記述式

記述式

記述式

 B10 中小企業の方々が技術シーズの内容を理解しやすい論文・資料等　（Web等で容易に入手できるもの）

 a. 参考資料１ 選択式

 b. 参考資料2 選択式

 B11 本技術シーズに係る企業との連携可否・実績

 a. 知財活用の可否 選択式 可否： ←実績が無い場合は「０」

 b. 技術相談の可否 選択式 可否： ←実績が無い場合は「０」

 c. 共同研究の可否 選択式 可否： ←実績が無い場合は「０」

 d. 施設・機器の利用可否 選択式 可否：

 e. 研究者派遣の可否 選択式 可否： ←実績が無い場合は「０」

 f. 技術シーズ水平展開の可否 選択式 可否： 　※複数の企業等が本技術シーズを活用することの可否をご回答ください

 B12 技術の概要・活用イメージを補足する写真・図表データ等

 a. 技術の概要を補足するもの 有無： 説明：

 b. 活用イメージを補足するもの 有無： 説明：

 c. その他を補足するもの 有無： 説明：

 B13 本調査の内容に関してご意見・ご要望・補足説明等がございましたら下欄にご記入ください

調査は以上です。ご協力ありがとうございました。

入力いただいたExcelファイルをそのまま電子メールでご返信ください　　→　　回答票の返送先　 info@kan-tec.co.jp

 ※ 技術シーズに関する理解を高めるため、できる限り写真・図表の提供をお願いいたします
 ※ 写真・図表の内容にもよりますが誌面の都合上掲載枚数は１～２枚程度になると思われます（必ず掲載される訳ではありませんので予めご了承ください）
 ※ ご提供いただくデータについては、可能な限り解像度300dpi程度もしくはベクター形式で、シーズ集に掲載可能なもの（著作権上）としてください
 ※ データは本票を返送するメールに併せて添付してください

実績（件数）：

実績（件数）：

実績（件数）：

実績（件数）：

入手先URL等：

入手先URL等：

 B8 技術の活用イメージ
　※200字以内

 B9 開発者・研究者からのコメント
　※200字以内



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ アンケート調査票送付先一覧 

 

  



県 種類 機関 県 種類 機関

福岡 国立 福岡教育大学 大分 国立 大分大学

福岡 国立 九州大学 大分 高専 大分工業高等専門学校

福岡 国立 九州工業大学 大分 公立 大分県立看護科学大学

福岡 高専 北九州工業高等専門学校 大分 私立 日本文理大学

福岡 高専 久留米工業高等専門学校 大分 私立 別府大学

福岡 高専 有明工業高等専門学校 大分 私立 立命館アジア太平洋大学

福岡 公立 北九州市立大学 宮崎 国立 宮崎大学

福岡 公立 九州歯科大学 宮崎 高専 都城工業高等専門学校

福岡 公立 福岡県立大学 宮崎 公立 宮崎県立看護大学

福岡 公立 福岡女子大学 宮崎 公立 宮崎公立大学

福岡 私立 九州共立大学 宮崎 私立 九州保健福祉大学

福岡 私立 九州国際大学 宮崎 私立 南九州大学

福岡 私立 九州産業大学 宮崎 私立 宮崎国際大学

福岡 私立 九州情報大学 宮崎 私立 宮崎産業経営大学

福岡 私立 九州女子大学 鹿児島 国立 鹿児島大学

福岡 私立 久留米大学 鹿児島 国立 鹿屋体育大学

福岡 私立 久留米工業大学 鹿児島 高専 鹿児島工業高等専門学校

福岡 私立 産業医科大学 鹿児島 私立 鹿児島国際大学

福岡 私立 西南学院大学 鹿児島 私立 鹿児島純心女子大学

福岡 私立 西南女学院大学 鹿児島 私立 志學館大学

福岡 私立 日本経済大学 鹿児島 私立 第一工業大学

福岡 私立 第一薬科大学 福岡 私立 聖マリア学院大学

福岡 私立 筑紫女学園大学 福岡 私立 福岡女学院看護大学

福岡 私立 純真学園大学 福岡 私立 保健医療経営大学

福岡 私立 中村学園大学 国立研究開発法人 産業技術総合研究所　九州センター

福岡 私立 西日本工業大学 福岡県工業技術センター

福岡 私立 福岡大学 佐賀県工業技術センター

福岡 私立 福岡工業大学 佐賀県窯業技術センター

福岡 私立 福岡国際大学 長崎県工業技術センター

福岡 私立 福岡歯科大学 長崎県窯業技術センター

福岡 私立 福岡女学院大学 熊本県産業技術センター

福岡 私立 九州栄養福祉大学 大分県産業科学技術センター

福岡 私立 日本赤十字九州国際看護大学 宮崎県工業技術センター

福岡 私立 早稲田大学大学院 宮崎県食品開発センター

福岡 私立 近畿大学産業理工学部 鹿児島県工業技術センター

福岡 私立 福岡医療福祉大学

佐賀 国立 佐賀大学

佐賀 私立 西九州大学

長崎 国立 長崎大学

長崎 高専 佐世保工業高等専門学校

長崎 公立 長崎県立大学　シーボルト校

長崎 私立 活水女子大学

長崎 私立 長崎国際大学

長崎 私立 長崎純心大学

長崎 私立 長崎総合科学大学

長崎 私立 長崎外国語大学

長崎 私立 長崎ウエスレヤン大学

熊本 国立 熊本大学

熊本 高専 熊本高等専門学校

熊本 公立 熊本県立大学

熊本 私立 九州看護福祉大学

熊本 私立 東海大学　九州キャンパス

熊本 私立 九州ルーテル学院大学

熊本 私立 熊本学園大学

熊本 私立 尚絅大学

熊本 私立 崇城大学

熊本 私立 平成音楽大学

熊本 私立 熊本保健科学大学

資料3_産公防アンケート送付用・宛先一覧



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 委員会関係資料（委員会名簿・議事次第） 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 役割 所属

陣内　和彦 委員長
国立大学法人 九州大学
学術研究・産学官連携本部　アドバイザー

塚本　寛 委員
公益財団法人 北九州産業学術推進機構
産学連携シニアアドバイザー

松本　亨 委員
公立学校法人 北九州市立大学
国際環境工学部　教授

三好　正雄 委員
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 九州本部
ものづくり支援コーデｲネーター

高田　敏春 委員
有限会社 K&Tコンサルティング
代表取締役

吉田　剛 アドバイザー
国立大学法人 九州工業大学
イノベーション推進機構　技術移転アソシエイト

田中　繁孝
九州経済産業局 資源エネルギー環境部
環境・リサイクル課長

今泉　清孝
九州経済産業局 資源エネルギー環境部
環境・リサイクル課　課長補佐

久保　智恵子
九州経済産業局 資源エネルギー環境部
環境・リサイクル課　課長補佐

岩本　浩
環境テクノス株式会社
コンサルタント事業部　参事

松田　晋太郎
環境テクノス株式会社
コンサルタント事業部　企画計画課　課長

蓮井　真実
環境テクノス株式会社
コンサルタント事業部　企画計画課

平成２９年度中小企業等産業公害防止対策調査

九州管内における大学・公的研究機関等の産業公害防止等技術シーズ活用促進調査

委員会名簿

事務局

事務局



 

平成２９年度中小企業等産業公害防止対策調査 

九州管内における大学・公的研究機関等の産業公害防止等技術シーズ活用促進調査 

第１回委員会 

議事次第 

  

１．日時  平成２９年１０月２４日（火）１４：００～１７：００  

 

２．場所  カンファレンスＡＳＣ（ＡＳＣビル）５階 ５Ａ会議室 

 （〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1 丁目 16-25 アスクビル）  

３．議題  

（１）開会挨拶  

（２）委員紹介  

（３）委員会設置の趣旨及び検討事項について  

（４）検討事項 

     ① アンケート内容と結果の概要 

     ② 技術シーズ他の絞り込みについて 

     ③ 連携事例の絞り込みについて 

     ④ ヒアリングおよび第２回アンケートの内容について  

（５）今後のスケジュール 他  

 

４．配付資料 

資料１ －１ 委員名簿 ／ －２ 配席図 

資料２ －１ 調査の趣旨と内容について ／ －２ 検討事項について  

資料３ －１ アンケート調査票 ／ －２ アンケート結果  

資料４ －１ 技術シーズ一覧 ／ －２ 評点の考え方  

資料５ 連携事例一覧  

資料６ 第 2 回アンケート調査内容（案）  

資料７ ヒアリングの内容について  

資料８ 今後のスケジュール 

 

 



 

平成２９年度中小企業等産業公害防止対策調査 

九州管内における大学・公的研究機関等の産業公害防止等技術シーズ活用促進調査 

第 2 回 委員会 

議事次第 

 

１． 日時  平成３０年１月２３日（火）１５：００～１７：００ 

 

２． 場所  カンファレンスＡＳＣ（ＡＳＣビル）５階 ５Ａ会議室 

（〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目16-25アスクビル） 

３． 議題 

（１）開会挨拶 

（２）第２回委員会について 

（３）報告＆検討事項 

 ①技術シーズの絞り込み結果の報告（第２回アンケート） 

 ②ヒアリング先（企業との連携事例、技術シーズ、連携取り組み）について 

 ③技術シーズの新規性について 

 ④技術シーズ集（案）について 

 ⑤報告書（案）について 

（４）今後のスケジュール 他 

 

４．配付資料 

資料１ －１ 委員名簿 ／ －２ 配席図 

資料２ 第２回委員会について 

資料３ －１ 第 2 回アンケート票 ／ －２ 第２回アンケート結果 

資料４ ヒアリング先リスト 

資料５ 技術シーズの新規性 

資料６ 技術シーズ集（案） 

資料７ 報告書（案） 

資料８ 今後のスケジュール 

資料９ －１ セミナーチラシ ／ －２ セミナー案内（メルマガ用） 

 




