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先端研究基盤共⽤促進事業(新たな共⽤システム導⼊⽀援プログラム) 
第 3 回連絡協議会＠⾦沢  

プログラム 
1 ⽇⽬：10 ⽉ 31 ⽇（⽊）  連絡協議会 会場：⾦沢⼤学サテライト・プラザ 

情報交換会 会場：KKR ホテル⾦沢 レストランアイビス 
会費 5,000 円 当⽇徴収 

2 ⽇⽬：11 ⽉ 1 ⽇（⾦）  施設⾒学会会場：⾦沢⼤学教育研究⽀援センター（宝町キャンパス） 
プログラム 

10:00-10:30 教育研究⽀援センター概要説明 

10:30-11:30 施設⾒学会 

● Wi-Fi について
10/31 及び 11/1 の会場では、Wi-Fi （eduroam）が使⽤可能です。ID・PW を記載した紙が名札⼊れ
に同封されております。使⽤期間は 10/31-11/1 です。

プログラム 場所 
13:00-13:30 幹事校受付 3F 集会室前 
13:30-13:55 採択機関受付 / 幹事会（幹事校のみ 2 階講義室） 3F 集会室前 
14:00-14:15 全体会 1 3F 集会室 
14:15-14:25 会場移動 

14:25-15:15 
議論前半 
実施責任者 Gr、技術職員 Gr、事務職員 Gr 

各会場 

15:25-16:20 
議論後半 
実施責任者 Gr、技術職員 Gr、事務職員 Gr 

16:20-16:30 休憩・会場移動 
16:30-17:40 全体会 2 3F 集会室 
17:40-18:00 解散・移動 
18:00-20:00 情報交換会 アイビス
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【1 ⽇⽬】 
タイムスケジュール プログラム 詳細 

13:00-13:30 幹事校受付時間 
３F 集会室前 

【受付】 
• 情報交換会に参加する⽅は会費 5,000 円を受付にて 

お⽀払いください。 
13:30-13:55 幹事会 

２F 講義室 
 

採択機関受付時間 
３F 集会室前 

【幹事会】2 階 会議室 
• 幹事校が集まり、打ち合わせを⾏います。 

【受付】 
• 情報交換会に参加する⽅は会費 5,000 円を受付にて 

お⽀払いください。 
14:00-14:15 全体会 1 

３F 集会室 
• ⾦沢⼤学設備共同利⽤推進室⻑よりご挨拶 
• 幹事校からの取組説明と議題の説明 
• ⽂部科学省による話題提供 

14:15-14:25 会場移動 下記の会場へと移動してください。 
14:25-15:15 議論前半 

   各会場 
• Gr ごとにガイドラインの内容について議論します。 

各 Gr には司会と書記を配置します。 
実施責任者 Gr (２階  講義室)  
事務職員 Gr   (1 階 交流サロン) 
技術職員 Gr   (3 階 集会室) 

15:25-16:20 議論後半 
各会場 

16:20-16:30 休憩・移動 • 3 階集会室に集合します。 
16:30-17:40 全体会 2 

3F 集会室 
• 各 Gr の司会は議論の結果を発表し、共有を⾏います。

議論内容についての質疑応答、意⾒交換等を⾏います。 
• SHARE 採択校から事業説明を⾏います。 
• 今後の連絡協議会について話し合いを⾏います。 

17:40-18:00 解散・移動 • 情報交換会に参加される⽅は、会場の移動をお願いし
ます。 

18:00-20:00 情報交換会 
アイビス 

• ⾷事をしながら情報交換・ノウハウ共有を⾏います。 

 
 
【2 ⽇⽬】 

タイムスケジュール プログラム 詳細 

10:00-10:30 教育研究⽀援 
センター紹介 

• ⾦沢⼤学医薬保健研究域・医学系 教育研究⽀援セン
ターの紹介など 

10:30-11:30 施設⾒学会 • 医学系研究機器の⾒学など 
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参加者リスト 
 
全体会                                   会場：3 階集会室    
進⾏：⾦沢⼤・⻑⾕川、荒砂 
 
実施責任者グループ                             会場：2 階講義室    
進⾏：⾦沢⼤・⻑⾕川 
北海道⼤・佐々⽊ 東北⼤・坂園 新潟⼤・古川 宇都宮⼤・松本 群⾺⼤・林 
筑波⼤・新井 筑波⼤・⽇野 千葉⼤・桝 東京⼯業⼤・江端 東京農⼯⼤・⻄河 
東京農⼯⼤・飯島 慶応義塾⼤・澤⽊ 東京都市⼤・野平 東海⼤・稲津 ⾦沢⼤・⽥嶋 
⾦沢⼤・原⽥ 岐⾩⼤・近江 名古屋⼤・古賀 名古屋⼯業⼤・江⿓ 名古屋⼯業⼤・永⽥ 
京都⼤・本間 ⼤阪⼤・古⾕ ⼤阪市⽴⼤・佐藤 ⼤阪市⽴⼤・松岡 奈良⾼専・⼭⽥ 
JAMSTEC・伊藤 九州⼤・⼤⼾ 九州⼤・神⽥ 佐賀⼤・永野 ⻑崎⼤・真⽊ 
熊本⼤・滝澤 熊本⼤・國武 宮崎⼤・⽔光 宮崎⼤・境 琉球⼤・昆 

 
事務職員グループ                              会場：1 階交流サロン    
進⾏：⾦沢⼤・安川 
書記：名古屋⼯業⼤・浅⾒ 
北海道⼤・森(誠) 北海道⼤・⼾來 北海道⼤・⽩川 北海道⼤・森(⿇紀) 帯広畜産⼤・⽳澤 
新潟⼤・佐賀 筑波⼤・武藤 千葉⼤・時⽥ 東京⼤・坂本 東京⼯業⼤・⽊内 
東京⼯業⼤・久野 東海⼤・森川 ⾦沢⼤・坂元 名古屋市⽴⼤・吉井 京都⼤・⻑⾕川 
⼤阪市⽴⼤・関⽥ ⼤阪市⽴⼤・阿部 奈良⾼専・⾝吉 ⼭⼝⼤・⻑砂 九州⼤・⼤津 

九州⼤・佐藤 九州⼤・⼭下 九州⼤・⽥中 佐賀⼤・濱野 ⻑崎⼤・⼤⻄ 
宮崎⼤・⽥上     

 
技術職員グループ                              会場：3 階集会室    
進⾏：東海⼤・⼩⽥ 
書記：熊本⼤・⽥上 
帯広畜産⼤・為政 東北⼤・⼩柴 新潟⼤・⼩林 新潟⼤・原 新潟⼤・村⽥ 
群⾺⼤・平野 筑波⼤・野⽊ 東京⼯業⼤・髙橋 東京⼯業⼤・加藤 東京⼯業⼤・成澤 
東京⼯業⼤・武藤 東京⼯業⼤・中薗 東海⼤・吉澤 ⾦沢⼤・杉⼭ ⾦沢⼤・南 
⾦沢⼤・⼤林 ⾦沢⼤・堀池 ⾦沢⼤・岩内 岐⾩⼤・⻑縄 名古屋⼯業⼤・⼭本 
豊橋技術科学⼤・⾶沢 名古屋市⽴⼤・⾼瀬 京都⼤・⾼橋 京都⼤・⽥上 京都⼯芸繊維⼤・⻄埜 
⼤阪⼤・荒⻄ ⼤阪⼤・江⼝ ⼤阪⼤・三宅 ⼤阪⼤・⽊藤 ⼤阪市⽴⼤・⼟江 
⼤阪市⽴⼤・⽯本 奈良⾼専・笹⼭ 岡⼭⼤・中野 JAMSTEC・⼩林 ⾼知⼤・新井 
⼭⼝⼤・杉本 ⼭⼝⼤・松岡 九州⼤・渡邉 九州⼤・有⾺ 九州⼤・松本 
佐賀⼤・徳⽥ 佐賀⼤・⿓⽥ 熊本⼤・清⽥ 熊本⼤・⼩板橋 熊本⼤・⼭室 
熊本⼤・上村 宮崎⼤・神⼒ 琉球⼤・⻘⼭   
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会場図 
 

【⾦沢⼤学サテライト・プラザ】      
〒 920-0913 ⾦沢市⻄町三番丁 16 番地  
       ⾦沢市⻄町教育研修館内 
 
 
 
 
 
 
 
 
交通のご案内 (JR ⾦沢駅から)        
○タクシー [約５分] 
○バス（北陸鉄道） [約５分]     
→ ⾦沢駅東⼝の③・⑧〜⑩のりばの全てのバス（どのバスに乗っても⽬的の武蔵ヶ辻で停⾞します） 
→ 武蔵ヶ辻で下⾞後、徒歩 [約５分] （上堤町信号から尾崎神社へ進み、左側） 

 
【KKR ホテル⾦沢 レストランアイビス】 
〒920-0912 ⾦沢市⼤⼿町 2-32 KKR ホテル⾦沢 2 階（サテライト・プラザより歩いて 8 分） 
https://www.kkrhotelkanazawa.gr.jp/dining/ibis 

 
【⾦沢⼤学教育研究⽀援センター】 
〒920-8640 ⾦沢市宝町 13-1 ⾦沢⼤学宝町キャンパス内  集合場所：G 棟 2 階第三講義室  

 
 ○タクシー ⾦沢駅より約 15 分   
 ○バス （北陸鉄道） 
 会場までのバス案内(時刻表含む)は 5-6 ページにあります。 
 →⾦沢駅東⼝・⻄⼝から 20 分程度 
 →武蔵ヶ辻・近江町市場から 15 分程度                                            
 →⾹林坊から 10 分程度 
 「⽯引広⾒」または「⼩⽴野(北陸銀⾏前)」で下⾞。 
 
 
 
 
 
 



JR金沢駅から金沢大学宝町キャンパスまで ・タクシー15分程度1800円・バス20分程度230円
最寄のバス停は「小立野」 「石引広見」です 小立野下車【徒歩約5分】石引広見下車【徒歩約5分】

※集合場所は金沢大学の角間キャンパスではありません

バス（北陸鉄道バス）

最寄りのバス停を入力して検索できます バス発着指定検索

○金沢駅兼六園口（東口）

○香林坊 ○武蔵ヶ辻・近江町市場

小立野

○金沢駅 西口

交通案内アクセス

④ 香林坊（アトリオ前） 小立野

9:02 ➡ 9:12
9:11 ➡ 9:21
9:34 ➡ 9:44

⑤ 金沢駅西口 小立野

9:00 ➡ 9:21
9:23 ➡ 9:44

③ 武蔵が辻・
かなざわはこまち前

小立野

9:10 ➡ 9:20
9:14 ➡ 9:25
9:34 ➡ 9:45

⑦ 金沢兼六園口
（東口）

石引広見 小立野

8:56 ➡ 9:13 9:15
9:06 ➡ 9:20
9:11 ➡ 9:25
9:31 ➡ 9:45
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金沢大学宝町キャンパス 集合場所はこちら
10：00 までに
お集まりください

ファミリー
マート

銀行 P
経路

石引広見
（降車場）

経路

集合場所
出入口（F棟）

G棟2階 第三講義室

G棟2階第三会議室
への経路

小立野
バス停

小立野 金沢駅

11:33 ➡ 11:56
11:46 ➡ 12:09
11:58 ➡ 12:21
12:03 ➡ 12:27

帰りのバス時間

集合場所出入口（F棟）
２階にお進みください

1F

2F

金沢大学医薬保健研究域・医学系
教育研究支援センター 館内案内図

第三
講義室

集合
場所

F棟

E棟 G棟

F棟

G棟

6


	(配布用1029修正)第3回連絡協議会_プログラム.pdf
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