
第 6 回 大学技術職員組織研究会 金沢会議 開催要項 

1. 概要 

大学技術職員組織研究会は、技術職員の組織のあり方について、さまざまな側面から解析、考察し

て技術職員の将来を見据えた組織の構築に寄与することを目的として設立されました。 

今回は、全学組織化から 5 年を迎えた金沢大学で開催します。本会は 2022 年度の活動をまとめる総

会及びシンポジウムを実施します。シンポジウムでは、「成長する技術職員組織」と題して技術職員

組織の管理職の方をお迎えし、これまでの5年間をふりかえり明らかとなった組織の課題を共有し、

技術職員組織や技術職員の在り方を模索しながら、これからの 5 年で目指す技術職員組織の成長に

ついて議論します。開催地でのオンサイト開催をメインとして、当日現地参加できない方にもオン

ラインでの配信を行います。 

本会で集約された意見は、各自の大学に持ち帰るだけでなく、「大学技術職員組織研究会」を通して

関係機関へ報告し情報を共有します。 

2. 開催日程 

2023 年 3 月 27 日（月） 

11：00～12：00 総会 

    2022 年度 活動報告等 

13：30～17：00 シンポジウム 

  「成長する技術職員組織」～これまでの 5 年、これからの 5 年～ 

3. 開催場所 

[オンサイト] 

場所：金沢大学 角間キャンパス 自然科学本館 大講義棟 

（〒920-1192 石川県金沢市角間町） 

[オンライン] 

方法：Webex (Web 会議システム) 

4. 主催 

金沢大学 総合技術部 

大学技術職員組織研究会 ( https://tosg.net/ )  

5. 協賛 

金沢大学 研究基盤統括本部 ( https://skrs.adm.kanazawa-u.ac.jp/portal ) 

6. 後援 

一般社団法人 研究基盤協議会 ( https://www.jcore2023.jp/ ) 

研究・イノベーション学会 研究基盤イノベーション分科会 ( https://iris.kagoyacloud.com/ ) 



7. アクセス 

バスの案内 

＜バス停：金沢大学自然研前＞下車（＜角間口＞の次です） 

金沢駅兼六園口（東口）7 番乗り場発 93・94・97 金沢大学行き（兼六園下経由） 

8. 参加申し込み 

下記 URL より参加申し込みを行ってください。参加申し込みの締め切りは 2023 年 3 月 17 日（金）

です。なお、会場の都合上現地参加人数上限を 100 名としております。上限に到達次第参加申し込

みを締め切る場合があります。 

（ 参加申し込み URL： https://forms.gle/FjYFfGdepSDK6k32A ） 

9. 昼食について 

金沢大学角間キャンパス自然科学研究科本館 G2F には生協の食堂や売店があり、2F には特別食堂

「YABU & CAFÉ 丹(やぶ・アンド・カフェ たん)」がありますが、食堂の混雑や時期的な品薄が考え

られますので、予め各自でご用意いただくことをおすすめします。また、会場隣の大講義室 B を昼

食用スペースとして確保いたします。お弁当等をお持ちになった際にはご利用ください。 

10. Wi-Fi サービス 

会場を含む学内では、Wi-Fi ( eduroam ) をご利用いただけます。現地で参加される方には接続用のア

カウントを配布します。 

11. 問い合わせ先 

大学技術組織研究会(金沢会議)実行委員会 

濵、杉山、高山、酒井、桒原 

E-mail: tosg-kanazawa-2023@tech.kanazawa-u.ac.jp 

 



第 6 回 大学技術職員組織研究会 金沢会議 プログラム 

 
10：30 開場 (受付・配信開始) 

第一部 大学技術職員組織研究会 2022 年度総会（11：00 ～ 12：00）司会：評議員 
11：00 金沢会議 開催挨拶  （大学技術職委員組織研究会 評議員）   
  
11：10 総会 
    1．2022 年度活動報告 
    2．企画について 
    3．次年度開催について 
12：00 休憩 

第二部 シンポジウム（13：30 ～ 17：00）   司会：桒原 由美 
（13：25 配信開始） 
13：30 挨拶 実行委員会委員長 濵 貴幸 
13：40 シンポジウム 1 講演  「これまでの 5 年」 
  13：40 上村 実也 氏（熊本大学 技術部 技術部長） 
  13：55 修行 美恵 氏（九州工業大学 管理本部 技術部 部長） 
  14：10 渡邉 政典 氏（山口大学 総合技術部 部長） 
  14：25 古賀 和司 氏（東海国立大学機構名古屋大学 統括技術センター 統括技術長）  
  14：40 白石 昌武 氏（金沢大学 総合技術部 生命部門部門長） 
  14：55 高木 祐治 氏（早稲田大学 理工学術院統合事務・技術センター技術部 技術部長） 
15：10 休憩 
15：30 シンポジウム 2 ディスカッション 「これからの 5 年」 
    〇 パネルディスカッション「これからの 5 年」技術職員組織の成長を考える 
    パネリスト 
     熊本大学  上村 実也 氏 
     九州工業大学  修行 美恵 氏 
     山口大学  渡邉 政典 氏 
     名古屋大学 古賀 和司 氏 
     金沢大学  白石 昌武 氏 
     早稲田大学 高木 祐治 氏 
    モデレーター 
     金沢大学  杉山 博則 
    〇 講演 
     琉球大学  屋比久 祐盛 氏 
16：50 講評 
    江端 新吾 氏（東京工業大学 教授 / 大学技術職員組織研究会 特別顧問） 
17：00 閉会挨拶 
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