2020 年 2 月 13 日(木)
開催予定
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技術経営会議

技術経営会議 本会議 （冬：東京本会議）
技術経営会議の本会議は、会の活動状況を報告し、
会の運営に関する意思決定を行う全体会議であり、
同時に技術経営に資する特別講演等を実施する。
開催は９月と２月の年 2 回。 ２月は東京で行われ、
技術経営・イノベーション賞表彰式も併せて行う。
本会議には会員全員が参加するが、議決は会員代表
者による。運営委員は本会議において選任される。
●冬の本会議（2020 年）変更になる場合がございます
【開催時期】 2019 年 2 月 13 日
【開催場所】 如水会館
【参加人数】 18 0 名程度
【プログラム】
・本会議 審議
14:30～14:50

本会議 審議

15:00～16:30

・特別講演

・技術経営・イノベーション賞表彰式
16:45～18:00
内閣総理大臣賞、総務大臣賞（新設）
文部科学大臣賞、経済産業大臣賞、
科学技術と経済の会会長賞
・交流パーティー

18:10～19:40

交流パーティー

特別講演

技術経営・イノベーション賞 表彰式

お問い合わせ先
一般社団法人 科学技術と経済の会 技術経営会議 (事務局) 担当：大内、鈴木、西森
住所：〒102-0072
東京都千代田区飯田橋 3-3-1 飯田橋三笠ビル 2F
TEL: 03-3263-5501
FAX: 03-3263-5504
E-mail: gikeikai@jates.or.jp
URL: http://www.jates.or.jp
2019-04-03 版
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技術経営会議 本会議（東京） 実施内容
●第 90 回 東京本会議

●第 86 回 東京本会議

（2019 年 2 月 12 日 於：如水会館）
□【本会議】 2019 年度事業計画・予算等審議
遠藤 議長
□【特別講演】
・演題： 「大学がイノベーションを生み続けるために」
・講師： 益 一哉 氏
東京工業大学 学長
□【第 7 回技術経営・イノベーション賞表彰式】
(受賞企業）
パーク２４㈱、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ㈱、富士フイルム㈱
㈱ＮｅｊｉＬａｗ、中外製薬㈱、ソニー㈱、㈱LIXIL
（表彰者）
内閣官房副長官
野上浩太郎氏
文部科学省 大臣官房審議官
渡辺その子氏
経済産業省 産業技術環境局長 飯田祐二氏
科学技術と経済の会会長
遠藤信博氏
□【受賞祝賀会】

（2017 年 2 月 14 日 於：ホテルグランドパレス）
JATES 創立 50 周年記念式典 と同時開催
□【本会議】 2017 年度事業計画・予算等審議
遠藤 議長
□【第 5 回技術経営・イノベーション賞表彰式】
(受賞企業）
POLY-GLU、㈱東芝、ペプチドリーム㈱、
セーレン㈱、富士通㈱
（表彰者）
文部科学省 科学技術・学術政策局長 伊藤洋一氏
経済産業省 大臣官房 審議官
保坂 伸氏
JATES 会長
野間口有氏
□【創立５０周年記念式典】
□【特別講演】
演題： 「世界を照らすＬＥＤ」
講師： 天野 浩 氏 名古屋大学教授（2014 年ノー
ベル物理学賞受賞）
□【記念レセプション】

●第 88 回 東京本会議

●第 84 回 東京本会議

（2018 年 2 月 13 日 於：ホテルグランドパレス）
□【第 6 回技術経営・イノベーション賞表彰式】
(受賞企業）
㈱ユーグレナ、小野薬品工業㈱、㈱SUBARU、
三菱電機㈱、メビオール㈱、㈱日立製作所・北海道
大学、H.I.S.ホテルホールディングス㈱、三菱電機㈱
（表彰者）
文部科学省科学技術・学術政策局長 佐野 太 氏
経済産業省大臣官房審議官
佐藤文一氏
JATES 会長
野間口 有氏
JATES 技術経営会議議長
遠藤 信博氏
□【本会議】 2018 年度事業計画・予算等審議
遠藤 議長
□【特別講演】
・演題： ”役に立ち、ストーリーのある、楽しい”研究開
発のすすめ（ロボットと計算機視覚の研究から）
・講師： 金出 武雄 氏
カーネギーメロン大学ワイタカー冠全学教授
□【懇親会】

（2016 年 2 月 15 日 於：ホテルグランドパレス）
□【第 4 回技術経営・イノベーション賞表彰式】
(受賞企業）
トヨタ自動車㈱、東レ㈱、旭酒造㈱、㈱ＮＴＴデータ、
本田技研工業㈱、進藤昭男博士
（表彰者）
文部科学省 科学技術・学術政策局長 川上伸昭氏
経済産業省 審議官
星野岳穂氏
JATES 会長
野間口有氏
□【本会議】 2016 年度事業計画・予算等審議
山下 徹 議長
□【特別講演】
演題：「繋がる世界におけるサーバーセキュリティの問
題と対策」
講師： 田中 英彦氏 （情報セキュリティ大学院大学
学長、東京大学名誉教授）
□【懇親会】

●第 82 回 東京本会議
（2015 年 2 月 17 日 於：ホテルグランドパレス）
□【第 3 回技術経営・イノベーション賞表彰式】
(受賞企業）
日本電気㈱、ホンダエアクラフトカンパニー、
味の素㈱、㈱ぐるなび、横河電機㈱、
㈱富士通研究所
（表彰者）
文部科学省 川上伸昭局長、
経済産業省 安永裕幸審議官、
JATES 会長 野間口 有
□【本会議】 2015 年度事業計画・予算等審議
山下 徹 議長
□【特別講演】
演題： 「サイバニクスを駆使した新産業創出と未来開拓
への挑戦」
講師： 山海 嘉之氏（ImPACT プログラムマネージャ
ー、筑波大学大学院システム情報工学研究科・
教授、サイバニクス研究センター長、
CYBERDYNE 株式会社 代表取締役社長／
CEO）
□【懇親会】

