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特定非営利活動法人同志社大学産官学連携支援ネットワーク 

第８期（2011年 9月 1日～2012年 8月 31日）事業報告 

 

１．組織体制 

同志社大学産官学連携支援ネットワーク役員一覧 

   理 事 長：八田英二（学校法人同志社理事長 同志社大学長） 

   副理事長：五島 洋（弁護士：弁護士法人 飛翔法律事務所 代表） 

理  事：大谷康弘（公認会計士：㈱関西ベンチャーインキュベート 代表取締役） 

小川佳秀（㈱公益社 関西法人営業推進部 担当部長） 

長田一郎（㈱ホロニック 代表取締役社長） 

     抱 厚志（㈱エクス 代表取締役社長） 

     片山傳生（同志社大学生命医科学部 教授） 

田中 譲（英国国立ウェールズ大学経営大学院 MBA〈日本語〉プログラム教授） 

辻内伸好（同志社大学理工学部 教授） 

長岡直人（同志社大学理工学部 教授） 

眞下晋一（弁理士：ましも特許事務所） 

松本敏史（同志社大学商学部 教授） 

和田 元（同志社大学理工学部 教授） 

監  事：稲津喜久代（司法書士：あおぞら司法書士法務総合事務所） 

中居成子（㈱ハート・アンド・キャリア 代表取締役） 

                     ＊カッコ内の役職等は 2012 年 8 月 31 日現在のものです。 

２．会員数（2012年 8月 31日時点） 

  個人：正個人会員 ６７人  賛助個人会員 ３人   合計 ７０人 

  団体：正団体会員 １２団体 賛助団体会員 １団体  合計 １３団体 

 

３．活動内容 

① 社会起業家養成塾 

（～2012年 3月末 京都府地域力再生プロジェクト支援事業 資料「社会起業家養成塾」パンフレット） 

  ２期生が２者無事に卒塾され、今期は３期生を迎えて展開しております。公的な助成はなくなったも

のの、削減できるところは削減して、合宿やコーディネーター制度など内容面では過去の良い部分はそ

のまま踏襲できております。 

  特筆すべき点としては、合宿初日の夜のフリートークに、１期生・２期生が参加して下さり、３期生

と熱い意見交換を実現したことです。継続していく中で社会起業家養成塾の卒塾者のネットワークも拡

大していくものと期待しております。 

  また、社会起業家以外の経営者との接点を見つけ、経営ノウハウも身につけて貰うため３期生には、

未来経営塾への参加も積極的に促しています。社会起業家という枠組みに留まらない、幅広い知識を体

得することで塾生のプランの具体化に寄与できていると考えます。 

  ３期生には卒塾をゴールとせず、今後もビジネスプランの実現による社会改善を目指して欲しいと考

えますし、４期生以降へのネットワーク化にもご協力頂きたいと思います。 
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 支援プログラムとして下記合宿を行いました。 

日 場所 内容 講師ほか 

2012年 

8月 18日 

～19日 

 

京都市 

ザ・パレスサイド

ホテル 

「社会起業家養成塾」研修合宿 

 

・『事業計画の作り方』 

有限責任監査法人 トーマツ京都事務所  

経営支援グループパートナー 岩淵貴史 氏 

 

・『会社を取り巻く経理と決算書の見方』 

  CFP（税理士有資格） 吉村 一成 氏 

 

・『起業したらこんな税金あります』 

          税理士 徳 芳郎 氏 

 

・『起業についてのまとめ』 

 英国国立ウェールズ大学経営大学院 

ＭＢＡ＜日本語＞プログラム教授 

            田中 譲 氏 

・『起業家からのメッセージ』 

 株式会社エクス代表取締役社長 

抱 厚志 氏 

 

 

② 京都ブランド活性化事業（～2012年 3月末 京都府緊急雇用対策事業「NPOからの提案型事業」） 

京都府緊急雇用対策事業「ＮＰＯ・企業等からの提案型事業」で採択された「産官学連携による京都ブラ

ンドの活性化事業」として、 

・地域団体商標に登録されている「京あられ・京おかき」の米菓工業協同組合様への店舗調査から 

学生目線による提言を行い、後継者不足に悩む京都米菓工業協同組合様の従来の考え方にとって 

刺激を与える事ができた。早速、理事会への懸案事項となり、活性化の新しい一助になった。 

・「京都産すぐき」の新商品開発については商品開発サークルの学生と共に取り組んだが、 

何度も試作を重ねたものの、残念ながら商品化までは至らず、提案にて終了した。 

・「古きよきもの調査」として伝統産業・伝統工芸がどういった形で現代に展開しているかを 

学生がヒアリング調査を行ない、名前だけしか知らない産業を体験し、若い人が触れる 

ことのない領域へも導いていただくなど、お話を伺うことで学生が実際に自分の中の「就職感」や

「本物感」の変化を感じる経験ができた。また今回の取材先の伝統産業を繋ぐ方々には京都の伝統

産業を若い人に知ってもらう機会ができたと喜んでいただけた。 

 

 

以上につき学生プロジェクトを組成し京都ブランド活性化に向けた取り組みの３年目の最終年度として 

この活動の一環として、下記の活動を行いました。 

日 活動 内容 

2011年 

10 月～12月 

すぐき新商品開発プロジェクトによる試作

会 

すぐき新商品開発プロジェクト学生チー

ムによる新商品開発へ向けての試作 
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2011年 

10 月～12月 

古きよきもの調査プロジェクトによる取材

調査（資料「ＤＥＮ」パンフレット） 

古きよきもの調査プロジェクト学生チー

ムによる伝統産業企業調査 

2012年 

11月 30日 

京あられ・京おかきプロジェクトチーム 

提言発表 

京都米菓協同工業組合様の理事会後に京

あられ・京おかきプロジェクトチーム代表

学生２名より、調査に基づく提言を行っ

た。 

 

 

③ ビジネスアトリエ（～2012年 3月末 京都府緊急雇用対策事業「NPOからの提案型事業」） 

過去３年、社会起業家、IT起業家を招き、それぞれの事業を紹介し異業種交流の機会を設けるイベン

トとして一般の社会人、学生の方々も参加し、気軽に意見交換できる場を 京町家さいりん館で月に一度

開催した。第８期は京都ブランド活性化事業とリンクさせて、伝統を繋いで居られる方にもお話も伺った。 

下記の日程で実施しました。（資料番号②-１ ビジネスアトリエチラシ） 

日 場所 内容 講師ほか 

2011年 9月～ 

2012年 1 月 

 

京都市 

京町家 

さいりん館 

ビジネスアトリエ 

（2011 年度 

全8回のうち第8期中5回開催） 

社会起業家と IT 起業家による 

講演・交流座談会 

 

特別回（2011年 9月 20日 ）  

 松本隆博 氏  

第 4回（2011年 10月 21日 ） 

 渕山晃年 氏  仁科雅晴 氏 

第 5回（2011年 11月 18日 ） 

 徳丸博之 氏   西川亮 氏 

第 6回（2011年 12月 16日 ） 

 田畑一彦 氏  吉岡一郎 氏 

第 7回（2012年 1月 20日 ） 

 阪田将揮 氏  丸谷聡子 氏 

 

 

④ 未来経営塾（資料 「未来経営塾」パンフレット） 

  同志社大学の卒業生には企業経営者や経営者候補が多数おられます。事業承継・経営ノウハウの伝達・

技術の承継そして今後の未来に向けた経営全般について、若手経営者・経営者候補・それをサポートする

専門家を幅広く含んだ未来経営塾を４月に開講しました（３月にはキックオフの大掛かりなパネルディス

カッションイベントも致しました）。 

  毎月、京都と大阪にて交互に開催するという形式で、旬の講師をお願いして、参加型のセミナーを開催

し、その後に懇親会を開催しております。経営知識を身につけるだけではなく、ネットワークの拡大にも

繋がるものであり、今後、大きな流れを生みそうな次世代経営の塾となっています。 

⑤ 各種研究会について 

 ◇プロジェクト科目推進研究会   

今回はプロジェクト科目への応募は行いませんでしたが、希望者を募って、来年度以降は応募したいと  

考えております。 

◇士業研究会 ※自主研究会報告 

本 NPOには多くの士業の方々が参加されています。そこで当研究会では NPO会員の士業に対する要望の

取りまとめを行い、NPO を通じて集まった士業メンバーの交流の場を増やすことで、会員間のネットワー

クを強化したいと考えています。また、同業者・同業者以外の知り合いを増やすことで、NPO の活動を支
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援することに加えて、自らの仕事にもプラスの効果が期待できる場となればと思っています。 

今年度の具体的な活動としては、大阪市立中央図書館と共催で「図書館ビジネス講座 元気塾」を以下の

通り開催いたしました。 

・2011年 12月 チームワーク作り、社風作りについて（講師：恩村会員） 

・2012年 1月 会社経営に必要な財務～資金管理の初歩～（講師：脇本理事） 

・2012年 2月 利益って何？管理会計入門～（講師：西会員） 

・2012年 3月 社会起業家について 

（コーディネーター：五島理事、パネラー：大谷理事、石田浩二氏、丸谷聡子氏） 

（次年度以降開催予定） 

・2012年 12月 会社設立の手続きとポイント（講師：恩村会員） 

・2013年 1月 会計情報～数字の見方（講師：吉村会員） 

・2013年 2月 人事・労務管理の役割（講師：本田会員） 

・2013年 3月 契約書作成のノウハウ（講師：五島理事） 

次年度も会員相互の交流を図っていくとともに、本年度同様、セミナー等の開催により外部に対してＮＰ

Ｏをアピールしていきたいと考えています。 

＊ この研究会に興味のある方であれば、士業であるか否かに関わらず参加を歓迎します。 

 

⑥ その他イベント 

 

日 場所 内容 講師ほか 

2012年 

1 月 18日 

メルパルク京都 同志社大学リエゾンフェア 

（本ＮＰＯ後援） 

 

2012年 

7 月 11日 

ホテルグランヴ

ィア京都 

同志社大学リエゾンフェア 

（本ＮＰＯ後援）資料番号②-２ 

『今後の同志社大学に期待すること』 

NPO法人同志社大学産官学連携支援ネ

ットワーク 副理事長 五島 洋 氏 

 

⑦ 起業家支援・育成サポート 

・経営支援相談室における起業相談 

   昨年に引き続き、田中理事による起業相談を行いました。 

アドバイザー：田中譲（NPO理事） 

 

・「同大・京銀ベンチャー支援会議」に参画 

同志社大学は京都銀行様と共同で、産学連携をさらに発展・充実させ、ベンチャー支援をよりいっそう

推進していくため、「同大・京銀ベンチャー支援会議」を設置しており、その委員会メンバーとなって

います（委員会事務局は NPO が担当）。 

 

・第８回 同志社大学ビジネスプランコンテスト（2011 年 12 月 10 日） 

・正団体会員である㈱池田泉州銀行様、㈱南都銀行様が協賛。 

・同志社校友会大阪支部産学連携学部会（LCC）が協賛。 
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⑧ ネットワークの構築 

池田泉州銀行様にご協力をいただき、下記セミナーを行ないました。（資料番号②-３） 

 

日 場所 内容 講師ほか 

2011年 

9 月 13日 

   

大阪梅田池銀ビル 第 4回 

産学連携を活用したマ

ネジメントセミナー 

・「多極化社会における言葉と文化」 

－文化と言葉からみた国際ビジネス－ 

同志社大学大学院商学研究科教授 

亀田 尚己 氏 

・「京都の伝統食～発酵食品の可能性～」 

株式会社御すぐき處なり田 代表取締役社長 

            成田 善紀 氏 

2012年 

1 月 26日 

   

大阪梅田池銀ビル 第 5回 

産学連携を活用したマ

ネジメントセミナー 

・「いま日本経済に何が起きているのか」 

－ デフレ、財政危機、為替・株価変動等を地

球的視野で捉え、処方箋を考える － 

同志社大学大学院ビジネス研究科教授            

大久保 隆 氏 

・「企業の社会的責任と会計スキャンダル」 

監査法人グラヴィタス代表社員 

木田 稔 氏 

2012年 

6 月 13日 

大阪梅田池銀ビル 第 6回 

産学連携を活用したマ

ネジメントセミナー 

・「あなたの幸福度チェック 

-仕事・結婚そして血液型」 

同志社大学経済学部教授               

伊多波 良雄 氏 

・「人生哲学の発見方法」  

～松下幸之助の生き方を通じて～ 

  パナソニック株式会社 

           中村 真也 氏 

 

⑨ 同志社校友会大阪支部産官学連携部会（LCC）との連携 ＊Liaison Clover Club 

池田泉州銀行様とのセミナーについてご共催をいただいております。 

 

⑩ 広報活動 

・メールマガジンの発行（会員、非会員に関わらず、月に 1 度程度発行） 

・ホームページによる PR（http://www.doshisha-net.org/） 

・イベント開催によるＰＲ活動                     

    以上 


