
第 20回長崎都市経営戦略推進会議 

令和４年 9月 26日(月)10:00～12:００ 

十八親和銀行本店１０階会議室 

 

【議事】 

１． 事業報告、決算、事業計画、予算等について 

２． 長崎サミットの開催スタイルについて（意見交換） 

３． 第 24回サミット提示事項の具体的な進め方について（意見交換） 

(1) 「訪問客満足チーム」（仮称） 

(2) 「若者がつくるまちプロジェクト」（仮称） 

(3) 「長崎ヘルスケア関連産業研究会」（仮称） 



氏 　名 所 属 団 体 役　 職 出欠 代理及び随行者

1 小川　 洋  長崎都市経営戦略推進会議　議長 議長 ○

2 鴛海　健起  日本銀行長崎支店長 副議長 ○

3 佐々木　達也
 長崎商工会議所 副会頭/
 長崎都市経営戦略推進委員会 委員長 委員 ×

4 松永  安市  長崎商工会議所 専務理事 委員 ○ 随行者：高嶋部長、向課長、松尾氏

5 井手　一  長崎商工会議所 青年部 会長 委員 ×

6 狩野　　靖  長崎経済同友会 事務局長　 委員 ○

7 岩根　信弘  長崎県経営者協会 専務理事 委員 ○ 随行者：峯下事務局長

8 松島　雄大  長崎青年会議所 理事長 委員 ○

9 佐藤　烈  マスコミ　長崎新聞社 取締役経営企画室長 委員 ×

10 三井　一明  長崎経済研究所 代表取締役 委員 ○

11 田川　伸一  推進会議事務局長/支援協会事務局長 委員 ○

12 永安　武  長崎大学 理事（研究・国際担当） アドバイザー ○
随行者：政策企画課　南課長、
　　　　　　米田班長

13 浦　真樹  長崎県 企画部長 オブザーバー ○ 随行者：黒島課長、佐藤参事

14 久田　浩  長崎市 商工部長 オブザーバー ○
随行者：産業雇用政策課　岩永課長、
　　　　　　川村課長補佐、井本係長

15 下田　政彦  九州経済連合会 長崎地域委員会　幹事 オブザーバー ×

16 田中　渉  九州経済連合会 長崎地域委員会　幹事 オブザーバー ×

16 11 出席

5 欠席

艶島　博 十八親和銀行地域振興部長 ○

2022年9月26日（月）　第20回長崎都市経営戦略推進会議　出欠名簿



 

                          PRESS RELEASE 
2022年 9月 13日 

報道機関 各位 

長崎大学感染症研究出島特区・高度感染症研究センター 

出航式の開催について 

 

 本年 4月に，長崎大学は次のパンデミックに備えての迅速な感染症研究を遂行する組織として，学内

資源を統合的に活用すべく「感染症研究出島特区」を新たに設置し，また, 致死率が高い感染症の研究

を行うことを目的として，感染症共同研究拠点を「高度感染症研究センター」に改組し，大学の附置研

究所としてスタートいたしました。 

今般，これらの開所を披露するとともに改めて両組織の今後の活動について紹介する出航式を以下の

とおり開催いたします。 

 

・日時 令和 4年 9月 26日（月）14：00～15：30 

・会場 長崎大学坂本キャンパス 記念講堂（別紙参照） 

     長崎県長崎市坂本一丁目 12-4 

・プログラム 

 ※変更の可能性あり 

 14：00 式辞    長崎大学学長 河野 茂 

 14：05 来賓祝辞  文部科学大臣 永岡 桂子 

 14：20 感染症研究出島特区，高度感染症研究センター紹介 

           感染症研究出島特区 特区長 森田 公一 

           高度感染症研究センター センター長 栁 雄介 

 14：55 記念講演  国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）研究開発統括推進室 室長 

理事長特任補佐（AMED特使：感染症研究分野） 岩本 愛吉 

 

当日の取材をご希望の方は 9月 21日（水）までに下記メールアドレスまでにご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

【本リリースに関するお問い合わせ先】 

 長崎大学研究国際部熱帯医学研究支援課総務 

  soumu_nekken@ml.nagasaki-u.ac.jp 
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令和4年度　長崎大学

地域共同研究支援事業

共同研究費の直接
経費と同額を補助
します。

募集期間は2022年
10月31日迄、随時
受付けます。

共同研究のパート
ナーは県内の企業
等が対象です。

申請はGoogle
フォームから行
ってください。

1 32

4

ただし、補助の上限額は
100万円です。
（※下限額は20万円です）

長崎県内に支店、事業所
等があり、企業等側の研
究の担当者が、ここに所
属する場合も対象です。

採択結果は、採否に関わら
ずメール等で通知します。
ただし、事業費満了になり
次第、終了となります。

■氏名、ご所属を入力頂き、申請書を添付の上お申込み下さい。
https://forms.gle/nAEWA7CRjj4k6xBE6
 

お問合せ先　長崎大学　研究開発推進機構
産学官連携・知的財産部門　産学官連携推進室
TEL 095-819-2205
Email :jrc@www.jrc.nagasaki-u.ac.jp

■申請書及び公募要領は下記よりダウンロード下さい。
https://drive.google.com/drive/folders/1LElB40AsJPJ5gCQn
8iVLELg3QAG3JhQn?usp=sharing

Googleフォーム⇨

（URLにカーソルを合わせると、
リンクにジャンプします。）

本ポスターのダウンロードはこちら
の2次元コードから可能です。

挑戦しよう ！
新しい共同研究 ！!



地 元 産 業 界と
情報データ科学部

懇 談 会

お問合せ先：�
⻑崎⼤学�総合⽣産科学域事務部�⻄地区事務課�（情報データ科学部担当）�
E-ma i l : � j yohop t@ml .nagasak i -u .ac . j p �TEL:095-800-4101�

�本学は令和２年度に、社会的ニーズの⾼い情報科学とデータ科学における教育研究を担う
「情報データ科学部」を開設し、皆様のご⽀援に⽀えられ、今年で３年⽬を迎えます。�学
部のこれまでの教育研究における様々な取組みとその成果を皆様にお知らせするとともに、
今回ご紹介する新たなチャレンジにおいて、従来のやり⽅に捉われない産学連携を実現する
ための課題等を⾒いだすための懇談会を下記のとおり開催することとなりました。

場 所：出島メッセ会議室102

9/26（⽉）

（※第3部懇親会ご参加の⽅は、   
  参加費を申し受けます。）参加費：無料

2�0�2�2�年

■次第（予定）

��第１部 学⻑挨拶・学部紹介�(15:00∼15:45) 

��第２部���パネルディスカッション（15:45∼16:45）�

    ��∼情報データ科学部の新たなチャレンジと産学連携の⽅向性∼

��第３部 懇親会�(17:45∼)

受付14時
開始15時

■申込⽅法：�2次元コードよりホームページにアクセス
      �頂き、ホームページ記載の「参加申し
�������������������込みフォーム」よりご登録ください。�



主催:公益財団法人⾧崎県産業振興財団、⾧崎オープンイノベーション拠点

長崎県 令和４年度 第１回

産学官金連携サロン
長崎県 令和４年度 第１回

産学官金連携サロン

/ (火)
14:00～16:00

今年もオンラインにて
開催します!

令和
4年

■裏面の申込書に必要事項をご記入の上、9月22日(木) までにお申込み下さい。
当財団のＨＰからもお申込みできます。 https://www.joho-nagasaki.or.jp/

■問合せ先:(公財)⾧崎県産業振興財団 研究開発推進グループ 伊東、川原
TEL／0957-52-1138 E-mail／Kenkyu_kaihatsu@joho-nagasaki.or.jp

申込方法
問合せ先



第１回産学官金連携サロン参加申込書
下記申込書に必要事項をご記入のうえ、E-mailに添付して 9月22日(木) までに、
お申し込みください。（直接メールに記載していただいても結構です。）
なお、⾧崎県産業振興財団のホームページからもお申込みできます。
https://www.joho-nagasaki.or.jp/

申込
方法

よかネット⾧崎

企業（団体）名

所在地

ＴＥＬ

所属部署 役 職／氏 名 E-mail

■お申込み・お問い合せ先■
公益財団法人 ⾧崎県産業振興財団
研究開発推進グループ
担 当:伊東、川原
TEL:0957-52-1138 FAX:0957-52-1140
E-mail ▼
Kenkyu_kaihatsu@joho-nagasaki.or.jp

※当財団よりオンラインセミナーの招待メールをお送りしますので、必ずE-mailアドレスのご記入をお願いいたします。
なお、ご記入頂いた個人情報は、本事業に係ること以外には使用せず、適切に管理いたします。

第１回サロン開催します!
皆さまのご参加を心より
お待ちしています♪

申込日 令和4年 月 日

K

■基調講演講師■
イサハヤ電子株式会社 代表取締役社⾧ 瀬上 昭夫 氏
1988年⾧崎大学工学部卒、1992年イサハヤ電子入社、2017年半導体事業本部本部⾧、
2021年システム電源開発研究所⾧、本年5月代表取締役社⾧就任。

令和元年度経済産業省補助事業 戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）にて採択を受け、令和３年度までプロジェクトリー
ダーとして研究開発を実施。
サポイン事業研究開発テーマ名:「高調波規制に適合し省エネ・小型化を実現するためブリッジレスアクティブフィルタ方式を用いた次世代高
効率三相交流電源ユニットの開発」


