
地域の産学官ネットワークの好事例
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共創の場形成支援プログラムのうち自治体が参画している拠点
COI（ｾﾝﾀｰ･ｵﾌﾞ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ）のうち自治体が参画している拠点



地方大学・地域産業創生交付金（内閣府） 共創の場形成支援プログラム （文部科学省） 都道府県・指定都市における
「産学官連携」の推進体制等に係る調査（総務省）（※）

名称 構成員 取組概要 名称 構成員 取組概要 名称 構成員 取組概要

広
島
県

広島県地方大学・
地域産業創生事
業推進特別委員
会
（計画名：ひろし
まものづくりデジタル
イノベーション創出プ
ログラム）

【学】広島大学、県立広島
大学、広島市立大学
【官】 広島県
【産】マツダ株式会社代表取
締役会長、株式会社広島
銀行代表取締役頭取、広
島県商工会議所連合会会
頭、中国経済連合会

広島大とマツダを中核とし、
地域の実績・強みのあるモデ
ルベース開発による材料研
究や、自動車等の制御・生
産プロセスのスマート化を図
るとともに、「ものづくり」と「デ
ジタル」の融合領域を牽引す
る人材育成を行う。

広島から世界最先
端のバイオエコノミー
社会を実現する
Bio×Digital
Transformation
（バイオＤＸ）産
学共創拠点

【学】広島大学、The 
University of British 
Columbia
【官】広島県、東広島市
【産】プラチナバイオ株式会
社、凸版印刷株式会社、
三島食品株式会社、住友
化学株式会社、キユーピー
株式会社、マツダ株式会社

多様なステークホルダーとの
共創のもと、地域イノベーショ
ン力の徹底強化を図り、広
島大学に「バイオDX」産学
共創拠点を構築し、広島か
ら世界最先端のバイオエコノ
ミー社会を実現する。

ー ー ー

徳
島
県

とくしま大学振興・
若者雇用創出推
進会議
（計画名：次世
代”光”創出・応用
による産業振興・若
者雇用創出計
画）

【学】徳島大学、四国大学、
阿南工業高等専門学校
【官】徳島県
【産】日亜化学工業、日本
フネン、徳島県商工会連合
会、徳島県中小企業団体
中央会、徳島経済同友会、
徳島県経営者協会、徳島
県農業協同組合中央会、
阿波銀行、徳島銀行、日
本政策金融公庫、徳島県
信用保証協会、徳島産業
振興機構

徳島大と日亜化学工業等
が連携し、新たな光源開発
や光応用による医療機器開
発を図るとともに、光応用専
門人材を育成し、次世代光
関連産業を牽引する世界
最先端の研究開発・生産
拠点の形成を目指す。

ネオ・ディスタンス社
会を創造する次世
代「光」共創拠点

【学】徳島大学
【官】徳島県
【産】ＰＨＣ株式会社、株
式会社ＮＴＴドコモ四国支
社、株式会社産学連携キャ
ピタル、

“次世代「光」技術”をコアに、
①「ネオ・ディスタンス社会」の
QOLを向上させる次世代
「光」サービスの実現、②適
度な距離感を創出する次世
代「光」応用技術基盤の研
究開発を産学協働で推進
する。これらを実現する持続
可能な産官学共創システム
の構築する。

とくしま産学官連携
プラットフォーム

【学】徳島大学、鳴門教育
大学、阿南工業高等専門
学校、徳島文理大学、徳
島文理大学、短期大学部、
四国大学、四国大学短期
大学部、徳島工業短期大
学
【官】徳島県市長会、徳島
県町村会、徳島県
【産】徳島県経営者協会、
徳島経済同友会、徳島県
商工会議所連合会、徳島
県商工会連合会、徳島県
中小企業団体中央会

徳島県内において、産学官
の連携の下、大学等が地域
における知の基盤としての役
割を果たし、特徴や強みを
踏まえた地域貢献や人材育
成の充実を図り、豊かな地
域社会の構築に寄与するこ
とにより、地方創生の推進に
資する。

高
知
県

高知県Next次世
代型施設園芸農
業に関する産学官
連携協議会
（計画名：”IoP
（Internet of 
Plants）”が導く
「Next次世代型施
設園芸農業」への
進化）

【学】高知大学、高知県公
立大学法人高知工科大学
【官】高知県
【産】高知県農業協同組合
中央会、高知県園芸農業
協同組合連合会、一般社
団法人高知県工業会、高
知県ＩｏＴ推進ラボ研究
会、株式会社四国銀行、
株式会社高知銀行

生産性日本一の施設園芸
農業を更に高度化するため、
高知大、高知工科大、高
知県立大、農業団体等の
連携により、栽培、出荷、流
通をカバーする世界初のIoP
クラウドを構築。若者に訴求
する農業への転換を図る。

ＳＡＷＡＣＨＩ
型健康社会共創
拠点

【学】高知大学、高知県立
大学、高知工科大学、高
知工業高等専門学校、東
京工業大学、大阪大学、
岡山大学
【官】室戸市、 高知県
【産】株式会社Psychic VR 
Lab、株式会社パシフィックメ
ディカル、株式会社シーメック、
株式会社BiPSEE、ファイテ
ン株式会社、株式会社アル
ファドライブ高知

「地域レジリエントなプライマリ
ケア・エコシステムの構築」
「新しいヘルスケア・低侵襲
検診システムの実現」「流行
の兆しを掴む感染症警戒シ
ステムの構築」の3点をター
ゲットに設定し、産学官共創
による社会実装に向けた研
究開発する。これらの取組に
より「地域の健康生活の実
現」と「Health Tech産業の
集積による地域の活性化」
を目指す。

高知県・大学等連
携協議会

【学】高知県立大学、高知
工科大学、高知大学、高
知学園大学、高知リハビリ
テーション専門職大学、高
知学園短期大学、高知工
業高等専門学校
【官】高知県

産業振興や地域の課題解
決等に向けた取組を推進し、
産学官民がつながり、コミュニ
ケーションを深め、知の創造
を行い、産業や地域のイノ
ベーションにつなげていく。

地域の産学官ネットワークの可視化
（例：地方大学・地域産業創生交付金および共創の場形成支援プログラム両採択者の構成員と取組概要）

（P.14の「★両方に採択されている地域」の３地域の事例）
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※総務省において、都道府県・指定都市（計67団体）を対象に、産学官連携の推進体制等についてアンケート調査を実施。その結果、協議会等を設置している団体は、28団体。

同じ地域内に作られている産学官ネットワークを整理し、可視化することで、連携・活用を促進



地域の産学官ネットワークの連携強化による効果

 地域内における産学官ネットワークの整理、可視化により、自治体による大学の持つ多様なポテンシャルへの理解が進む
ことが期待されると同時に、各ネットワークのキーパーソン同士が繋がり、ネットワーク間でコミュニケーションが生まれるこ
とで、それぞれの事業間で情報の共有が図られ、事業間の相乗効果が得られる。

 地域内のネットワーク間の連携やキーパーソン同士の協働を発展させていくことにより、地域全体の把握にもつながること
で、地域のニーズや課題の共有がより一層進み、自治体と大学とが一体となった地域社会の変革を目指した新たな事業
の展開が期待される。

 加えて、ネットワーク間の連携を通じて、研究開発フェーズから社会実装フェーズへの発展や、社会実装フェーズで生まれ
た新たな研究課題（研究開発フェーズ）へのスムーズな対応が進むことも期待される。

 なおこのような地域内の柔軟な事業展開を、政府としてシームレスに支援していくため、各府省間の事業の連携が必要。
（各府省の事業間連携については「③-a」も参照）
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地域内の産学官ネットワーク間の連携 各府省の事業間連携



 地域の中核大学や特定分野の強みを持つ大学が、特色ある強みを十分に発揮し、新たな価値創出や人材輩出
により、地域社会の駆動力として社会変革を牽引することを目指す。【地域中核・特色ある大学総合振興パッケージ】

 そのうえで地域中核大学等が、スパコン「富岳」などの全国的にオープンな研究デジタル基盤を活用し、全国の「知
」と繋がり、それぞれの地域で「知の変革」が起こり、日本全国の大学を成長のエンジンとした分散型の成長モデル
としてのデジタル田園都市構想を実現する。

知の変革～大学とともに創生するデジタル田園都市～

地域中核・特色ある研究大学の
地域社会における活躍の促進

全国的にオープンな
研究デジタル基盤

全国の大学を核とした知の変革を通じて、産業
の変革をもたらし、各地にデジタル田園都市を実
現（分散型の成長モデル）

スーパーコンピュータ「富岳」を中
核とした、国内のスパコンやストレー
ジをSINETで繋いだ最先端の計
算基盤により、全国どこにいても大
規模な計算が可能

HPCIの運営
全国の大学・研究機関を超高
速・大容量につなぐ学術情報ネ
ットワークにより、遠隔地とでも、
リアルタイムで大容量なデータ
のやり取り・共同研究が可能

SINETの活用

研究DXプラットフォーム
（全国の研究データの戦略的創出・統合・活用基盤）

②-b
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