
 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・イノベーション大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（第 94 回 2021 年） 

【開催時期】 2021 年 2 月 16 日（火） 

【開催場所】 如水会館 2F＋オンライン 

【参加人数】 190 名程度 

（現地 80 名程度、オンライン 110 名程度） 

【プログラム】 

・本会議 審議        14:00～14:20 

・特別講演          14:30～16:00 

  講師：白井 克彦氏／JMOOC 理事長 
  演題：オンライン教育の現状と今後の人材育成 

・技術経営・イノベーション大賞表彰式 

               16:15～18:00 

内閣総理大臣賞、 総務大臣賞、 

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、選考委員特別賞 

 

 

      
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：鈴木、今村、竹内、森田 
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                   2021-06-02 版 

技術経営・イノベーション賞 表彰式 

本会議 審議 

交流パーティー（第 92 回） 

特別講演 
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2022 年 2 月 15 日(火)  
第 96 回開催予定 

http://www.jates.or.jp/


技術経営会議 本会議（東京） 実施内容 
 

●第 94 回 東京本会議 

 （2021 年 2 月 16 日 於：如水会館） 

□【本会議】 2021 年度事業計画・予算等審議 

                                    斎藤 議長 

□【特別講演】  

  ・演題： 「オンライン教育の現状と今後の人材育成」 

  ・講師： 白井 克彦 氏   

JMOOC 理事長 

□【第 9 回技術経営・イノベーション賞表彰式】 

 (受賞企業） 

第一三共㈱、㈱T ポイント・ジャパン、㈱Mujin、 

（国研）理化学研究所／富士通㈱、 

フェリカネットワークス㈱、マツダ㈱、 

ヤグチ電子工業㈱、㈱ミスミグループ本社、 

NTT アドバンステクノロジ㈱/NTT/㈱NTT データ、 

ヤマハ㈱、富士レビオ㈱、京セラ㈱ 

 （表彰者） 

内閣官房 内閣審議官  佐藤文一氏 

総務省 官房総括審議官  竹村晃一氏 

文部科学省 科学技術・学術政策局長 板倉康洋氏 

経済産業省 審議官  萩原崇弘氏 

科学技術と経済の会会長     遠藤信博氏 

選考委員長       斎藤 保氏 

 

 

●第 92 回 東京本会議 

 （2020 年 2 月 21 日 於：如水会館） 

□【本会議】 2020 年度事業計画・予算等審議 

                                    遠藤 議長 

□【特別講演】  

  ・演題： 「デジタル変革時代における産官学連携 

－大学を科学技術イノベーションのハブに－」 

  ・講師： 松本 洋一郎 氏   

東京理科大学 学長 

□【第 8 回技術経営・イノベーション賞表彰式】 

 (受賞企業） 

㈱デンソーウェーブ、㈱ソラコム、Spiber㈱、 

ヤマハ発動機㈱、京セラ㈱／東京大学、JAXA、 

エーザイ㈱、Global Mobility Service㈱ 

 （表彰者） 

内閣官房 内閣審議官  佐藤文一氏 

総務省 総務審議官  谷脇康彦氏 

文部科学省 科学技術・学術政策局長 菱山豊氏 

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】 

●第 90 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】 

 

 

●第 88 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】  
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https://www.jates.or.jp/dcms_media/other/%E7%AC%AC%EF%BC%99%E5%9B%9E%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E8%B3%9E%E5%88%87%E3%82%8A%E5%88%B7%E3%82%8A.pdf
http://www.jates.or.jp/dcms_media/other/%E7%AC%AC%EF%BC%98%E5%9B%9E%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E8%B3%9E%E5%88%87%E3%82%8A%E5%88%B7%E3%82%8A.pdf
http://www.jates.or.jp/dcms_media/other/%E7%AC%AC7%E5%9B%9E%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E8%B3%9E%E6%8A%9C%E3%81%8D%E5%88%B7%E3%82%8A.pdf
https://www.jates.or.jp/dcms_media/other/%E7%AC%AC%EF%BC%96%E5%9B%9E%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E8%B3%9E%E6%8A%9C%E3%81%8D%E5%88%B7%E3%82%8A.pdf

