イノベーションストリームKANSAI

ここから関西の技術・人につながる
2期開発事業者決定後初開催
うめきた2期みどりとイノベーションの融合拠点形成推進協議会では、国際社会における関西経済の競争力強化を図るため、うめきた
2期のまちづくりの目標である
「みどりとイノベーションの融合拠点」
の実現をめざした取組みを進めています。
この取組みの一環として、本イベントでは、超スマート社会の到来が予測される中、ビッグデータの活用等をテーマとした将来のうめきた
の姿を考える多彩なシンポジウムを行います。また、関西一円の大学・研究機関等で生み出された新技術等に来場者の方が実際に触れ、
体験することのできる展示会を一緒に開催します。
大学・研究機関や、企業の新規事業担当の方など関係される方はもちろん、うめきたにお越しくださる全ての方々のご来場を心より
お待ちしております。

開催日時

12月18日（火）10:00〜17:00
19日（水）10:00〜17:00

2018年

入場無料

（事前申込み必要）

※申込み方法は裏面をご覧ください

開催場所

グランフロント大阪 北館B2F
ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

開催内容

シンポジウム・ 将来のうめきたの姿を考える多彩なシンポジウム・セミナー
詳細は裏面をご確認ください。
セミナー
出展団体

大阪大学、大阪工業大学、大阪市立大学、大阪府立大学、関西大学、関西学院大学、
京 都 大 学 、近 畿 大 学 、同 志 社 大 学 、奈 良 先 端 科 学 技 術 大 学 院 大 学 、立 命 館 大 学 、
けいはんなリサーチコンプレックス、
神戸リサーチコンプレックス、
国立研究開発法人
産業技術総合研究所、うめきた2期地区開発事業者

主

催

同時開催

うめきた2期みどりとイノベーションの融合拠点形成推進協議会
NEDOフェスタin関西

シンポジウム
日・会場

時間
15:05〜15:50

タイトル

登壇者
石山

洸氏
特別講演
（株式会社エクサウィザーズ代表取締役社長、静岡大学客員教授、
「超スマート社会の可能性について」
東京大学政策ビジョン研究センター客員准教授）

12月18日
（火）
（ルーム2・3）

16:20〜17:35

18:00〜18:40

パネルディスカッション
「うめきた2期への期待
〜Society5.0に向けて〜」

特別対談
「うめきた2期の可能性」

勝野
渡邊
石山

頼彦 氏（文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官）
）
昇治 氏（経済産業省大臣官房審議官（産業技術環境局担当）
洸氏

水方
八木

秀也 氏（株式会社竹中工務店大阪駅北地区事業本部部長）
（国立大学法人大阪大学理事・副学長）
康史 氏
（モデレーター）

岩田
高橋
田中
藤沢

研一
豊典
清剛
久美

松田

一敬 氏

山口

哲一 氏

菊池

尚人 氏

（株式会社エクサウィザーズ 代表取締役社長、静岡大学客員教授、
東京大学政策ビジョン研究センター客員准教授）

氏（三菱地所株式会社執行役専務）
氏（オリックス不動産株式会社取締役社長）
氏（大阪市副市長）
（ソフィアバンク代表）
氏
（モデレーター）

（合同会社SARR代表執行社員、神戸大学科学技術イノベーション研究科客員教授）

特別イベント
12月19日
（水）
10:00〜12:00
（ルーム1・2）
「ウメキタでエンターテック！」

（株式会社バグ・コーポレーション代表取締役、エンターテック・エバンジェリスト、
音楽プロデューサー）
（一般社団法人CiP協議会専務理事 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科特任教授）

安藤 良一 氏（超人スポーツ協会事務局ディレクター）
オルガ・エドヴァス・ボネゲ 氏（株式会社ish代表）
後藤

13:00〜13:50

パネルディスカッション
「うめきた2期で目指すもの」

渡邉
深野

吉正 氏（国立研究開発法人科学技術振興機構理事）

政嘉 氏（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事）
弘行 氏

（関西経済同友会「関西版ベンチャーエコシステム委員会」委員長、伊藤忠商事株式会社常務理事）

諸冨
石川

隆一 氏（阪急阪神不動産株式会社 代表取締役副社長）
智久 氏
（モデレーター）

野村

恭彦 氏

（株式会社日本総合研究所 調査部関西経済研究センター長）

12月19日
（水）
（ルーム1・2）

特別講演

13:55〜14:25 「まちづくりとクロスセクター

コミュニティ」

（株式会社フューチャーセッションズ 代表取締役、金沢工業大学（KIT.虎ノ門大学院）教授、国際
）
大学GLOCOM 主幹研究員、社団法人渋谷未来デザイン フューチャーデザイナー、博士（工学）

プロジェクト名：

・大阪大学大学院医学系研究科・医学部附属病院産学連携・クロスイノベーションイニシアティブ
・奈良県立医科大学 MBT
（医学を基礎とするまちづくり）
研究所
・大阪商工会議所 ウエルネスフィールド事業
・応用脳科学コンソーシアム

14:30〜15:20

プレゼンテーション
「各拠点の取り組み」

15:25〜16:10

デイビッド コービン 氏
パネルディスカッション
「世界への情報発信と関西における 澤田 佳世子 氏
（日本貿易振興機構（ジェトロ）
シンガポール事務所ディレクター、ビジネスディベロップメント＆PR）
新たな産学連携への期待」
（株式会社Human Hub Japan代表）
吉川 正晃 氏
（モデレーター）
（TechinASIA日本支社代表取締役）

セミナー
日・会場

時間

タイトル

登壇者
未定
岸本 充生 氏 （大阪大学データビリティフロンティア機構教授）
）
阿久津 匡美 氏 （弁護士（弁護士法人北浜法律事務所東京事務所）

12月18日
（火）
（ルーム8）

9:30〜17:30

NEDO高度専門支援人材
育成プログラム
（SSA）
公開講座

12月18日
（火）
（ルーム7）

10:30〜12:00

超スマート社会におけるデータ
利活用に向けた基礎知識

12月18日
（火） 13:30〜15:30
（ルーム9）
（予定）
12月19日
（水）
（ルーム8）

大阪市立大学×大阪イノベーションハブ
（OIH）
【SDGs Tech Meeting】

10:00〜12:00

未定

Murat Aktihanoglu 氏
オープンイノベーション・ベンチャー創造
（ERA）
Managing Partner）
協議会
（JOIC）
特別セミナー＆ドリームピッチ （Entrepreneurs Roundtable Accelerator
※シンポジウム・セミナー等の詳細及び登壇者等は変更となる可能性があります。

申 込 方法

展示会参加は事前登録必要、セミナーは事前申込要
展示会参加の「事前登録」
と、セミナー参加の「セミナー申込」
は下記サイトより行ってください。

（参加当日は、お名刺をご用意の上、受付までお越しください。）

講演内容の詳細、申込みはこちら

https://www.umekita-2nd.com

事務局

一般財団法人大阪科学技術センター イノベーション推進室内
うめきた2期みどりとイノベーションの融合拠点形成推進協議会 事務局
Tel：06-6131-4746 Fax：06-6131-4754 E-mail：info@umekita2nd.jp

