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報道機関 各位         ２０１７年５月８日 

（公財）関西文化学術研究都市推進機構 

ＲＤＭＭ支援センター  

 

 

 

                                                        

（公財）関西文化学術研究都市推進機構（けいはんな学研都市）ＲＤＭＭ支援センターは、  

未来社会やマーケット予測に基づく新産業・新事業創出を目的に、産官学連携・オープンイノベ

ーションを基軸とした連携を図るため「けいはんなＲ＆Ｄイノベーションコンソーシアム」を

2016 年 5 月に設立し 2 年目を迎えます。つきましては、2017 年 5 月 12 日（金）午後に「けい

はんな R&D イノベーションコンソーシアム第 2 回総会公開セミナー」を開催し、着実に成果が

出始めている活動状況や今後の計画をご紹介するとともに、著名講師を迎え「住民参加型イノベ

ーションとグローバルマーケット」に関する講演を開催いたします。 

■「けいはんなＲ＆Ｄイノベーションコンソーシアム」の活動について 

本コンソーシアムは、現在、企業・大学・公的機関を含む６９の会員に参加いただいており、

未来の産業・事業・商品コンセプト創出に向け、ワーキンググループ活動を「農食」、「健康・老

い」、「モビリティ・エネルギー」、「新テーマ創出」の４つの分野を中心に推進しています。 

2016 年 11 月には住民参加型イノベーションの母体となる組織「Club けいはんな」を設立し、

「Club けいはんな」会員参加による「住民コラボワークショップ」や、野菜、健康、交通などに

関する Web 調査を定期的に開催し、住民目線のアイデアや意見を研究開発事業化や街づくりへ

の反映を進めています。 

 ＲＤＭＭ支援センターとコンソーシアムでは、「Club けいはんな」の活動を更に活性化、活用

する事で、具体的プロジェクトの創出や共同実証実験プラットホームの構築、茶や米等を含めた

地域産業イノベーションの推進を図って参ります。 

第２回総会公開セミナーでは、こうしたコンソーシアムの取組や各ワーキンググループの活動

状況などを会員以外の方にも広く知っていただくとともに、「住民参加型イノベーションとグロ

ーバルマーケット」をテーマに、著名な先生方による公開セミナーを別紙のとおり開催いたしま

す。 

〈14 時 同時資料配布〉学研都市記者クラブ、京都府政記者クラブ、奈良県政記者クラブ、 

大阪経済記者クラブ、京都経済記者クラブ 

 

「けいはんな R&Dイノベーションコンソーシアム」第２回総会公開セミナー 

「住民参加型イノベーションとグローバルマーケット」開催について 

 

 

グローバルイノベーションが「けいはんな」で始動開始！ 
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（別紙１） 
 

「けいはんな R&Dイノベーションコンソーシアム」第２回総会公開セミナー 

●開催内容 

１ 日時  ２０１７年５月１２日（金）１４：４５～１７：２０（受付開始：１４：１５） 

２ 場所  けいはんなプラザ 交流棟３Fナイル（京都府相楽郡精華町光台１丁目７） 

３ 内容 

14:45  副会長挨拶     （公財）関西文化学術研究都市推進機構理事長  柏原 康夫 

14:55  来賓挨拶 

・京都府副知事                      山下 晃正 氏 

・経済産業省近畿経済産業局地域経済部次長         高橋 俊之 氏 

・(公財)新産業創造研究機構理事長              牧村 実 氏 

15:10  概要説明と全般の進捗報告 

 ・RDMM支援センター センター長 (関西文化学術研究都市推進機構) 丸野 進 

15:30  ＷＧ活動個別状況報告（３テーマ） 

         ・各ＷＧ中核企業３社から報告 

15:45  特別講演 

        ①「グローバルマーケットとイノベーション」 

・関西学院大学産業研究所 所長 日本貿易学会会長      藤沢 武史 氏 

②「北欧デンマークにおける住民参加型イノベーション」 

・デンマーク大使館 投資部 部門長         中島 健祐 氏 

17:20  閉会 

 

■お申込み：一般の方も参加可能。申込み、案内パンフレットは次の URL からとなります。 

https://www.kri.or.jp/news-event/news/20170413_229.html 

 

■ご取材について：本セミナーのご取材を希望される方は、別紙２よりお申込みください。 

（申込み締め切り ： 2017 年 5 月１１日（木）１５：００） 

 

■本件に関するお問合せ：  

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構   

ＲＤＭＭ支援センター（事務局） 担当：丸野進、峯松裕之 、佐竹環代） 

https://www.kri.or.jp/rdmm/ 

Tel：0774-98-2230 ／ FAX0774-98-2202 ／ e-mail：rdmm@kri.or.jp 

〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台１丁目７ けいはんなプラザ ラボ棟３F 

 

https://www.kri.or.jp/news-event/news/20170413_229.html
https://www.kri.or.jp/rdmm/
mailto:rdmm@kri.or.jp
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（別紙 2） 

 

2017/5/12（金）「けいはんな R&Dイノベーションコンソーシアム」 

第２回総会公開セミナー  取材申込み票 
 

≪取材申込先≫ 

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構 

ＲＤＭＭ支援センター（事務局） 担当：峯松、（佐竹） 

Tel：0774-98-2230 ／ FAX0774-98-2202 ／ e-mail：rdmm@kri.or.jp 

 

≪日時≫ 
日 時：2017年 5月 12日（金） １４：４５～１７：２０ 

場  所：けいはんなプラザ 交流棟３階「ナイル」 

〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台１－７ 

 

※申込締切：５月１１日(木) １５：００ 

所属(社名)  

取材者氏名  

連絡先(携帯電話)  

メールアドレス  

ＦＡＸ  

カメラ機材 

（該当に○印） 
スチール ／ ムービー ／ なし 

カメラクルー 

（該当する場合） 

(クルーの方の氏名を全員分ご記入ください) 

※いただいた情報は、本取材対応のためのみに利用いたします。 

 

（取材時の注意事項について） 

・当日は、開始前の 30分前から、取材者受付を開始します。 

・原則として、各社記者１名、カメラ 1台(助手は１名まで)でお願いします。 

（但し、一般参加者数や会場の状況を踏まえて、適時見直します。） 

・当日は、自社腕章をお持ちください。 

 

mailto:rdmm@kri.or.jp


（公財）関西文化学術研究都市推進機構    
     RDMM支援センター 

場所：けいはんなプラザ交流棟３Fナイル  

日 時 

   2017年5月12日（金） 
14：15受付開始 14：45～17：00 

参加お申込みはこちら 
    参加無料 

けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアム 
 

第2回総会 公開セミナー 
  

「住民参加型イノベーションとグローバルマーケット」 

ワーキング・グループ（WG）活動では、未来社会や

マーケット予測に基づき、オープンで自由な意見交
換を行い、共同研究開発プロジェクトの創出を目指
しています。 
WG活動から生まれたプロジェクトでは、会員相互
の利益確保を図るため、NDAや知財等の様々な仕
組みやサービスが提供されています 

会員募集中 

けいはんな 
 R&Dイノベーション 
     コンソーシアム 

http://www.kri.or.jp/conso/   

 総会 

事務局 
RDMM支援センター 

プロジェクト活動 

WG活動 

 人材育成WG 

新テーマ創出WG 

WG A 
 

PJ 1 PJ 2 PJ 3 

WG C 
 

WG B 
 

会  長 大阪大学総長   西尾章治郎 
副会長 推進機構理事長  柏原康夫 国研等 

関係機関 

けいはんな 
基軸大学 
有識者 

技術・運営委員会 

学研都市 
内外 
企業群 

 メインテーマ 

けいはんなR&Dイノベーションコンソーシアムの組織と活動内容 

公益財団法人 関西文化学術研究都市推進機構 
RDMM支援センター 
〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1-7 けいはんなプラザ ラボ棟3F 

TEL:0774-98-2230 FAX：0774-98-2202 
E-mail:rdmm@kri.or.jp 
URL:http://www.kri.or.jp/rdmm/ 

https://www.kri.or.jp/conso/ 

   14:55 
    御来賓挨拶 
 

     京都府副知事 

      山下 晃正 氏 
 
      経済産業省 
      近畿経済産業局 
                地域経済部次長      

       高橋 俊之 氏 
 
 

 （公財）新産業創造研究機構 

   理事長 牧村 実 氏 

         15：10 
      コンソーシアム 

         概要と進捗状況 
 

      RDMM支援センター 
     センター長 丸野 進 

15:30 
WＧ活動個別状況報告 
（３テーマ） 
 

 各ＷＧ中核企業 
     ３社から報告 

17：30～  
   懇親会 

14:45 
 開会ご挨拶 
 

  コンソーシアム副会長 

         柏原 康夫 

   15：45  特別講演（1）     

 「グローバルマーケットと 
        イノベーション」 
 

   関西学院大学産業研究所 所長 
   日本貿易学会  会長 

     藤沢 武史 氏 

 16:30 特別講演（2） 
 

「北欧デンマークにおける 
 住民参加型イノベーション」 
 

 デンマーク大使館 
 投資部 部門長 

    中島 健祐 氏 


