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青森ブランドの価値を創る地域人財の育成

　　【平成29年6月1日 現在】

氏  名

（１）　学長 佐　藤　　　　敬

吉　澤　　　　篤

加　藤　　　　健

伊　藤　 成　治

郡 　　　千寿子

大河原　 　　隆

今　井 　正　浩

戸　塚　 　 　学

若　林 　孝　一

木　田 　和　幸

加　藤 　博　雄

佐々木　長　市

北　原 　啓　司

（４）　学長が指名する副理事 曽　我　 　 　亨

（５）　その他学長が必要と認めた者 金　澤　 哲　哉

COC推進本部会議  委員名簿

ＣＯＣ推進本部規程第４条 職名等

（２）　理事

（３）　各学部長及び研究科長

理事（企画担当）

理事（総務担当）

理事（教育担当）

理事（研究担当）

理事（社会連携担当）

人文社会科学部長

教育学部長

副理事
人文社会科学部教授

学務部長
参事役（COC担当）

医学研究科長

保健学研究科長

理工学研究科長

農学生命科学部長

大学院地域社会研究科長
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8．参考資料

　　　　　　　　　【平成29年7月1日 現在】

氏　　　　名 職　名　等

佐　藤　　　 敬   弘前大学長

三　村　申　吾 　青森県知事

葛　西　憲　之 　弘前市長

吉　澤　　　 篤 　弘前大学理事（企画担当）

加　藤　　　 健 　弘前大学理事（総務担当）

伊　藤　成　治 　弘前大学理事（教育担当）

郡 　　 千寿子 　弘前大学理事（研究担当）

大河原　　　隆 　弘前大学理事（社会連携担当）

曽　我　　　 亨 　弘前大学副理事　

若　井　敬一郎
　青森県商工会議所連合会会長

　（青森商工会議所会頭）

蝦　名　文　昭 　青森県中小企業団体中央会会長

竹　林　秋　雄 　青森県商工会連合会会長

浜　谷　　　 哲 　（一社）青森県経営者協会会長

杉　本　康　雄 　青森経済同友会代表幹事

東　　　 康　夫 　（一社）青森県工業会会長

清　藤　哲　夫 　弘前商工会議所会頭

島　　　 康　子 　NPO法人ぷらっと下北代表

米　田　大　吉 　NPO法人プラットフォームあおもり理事長

青森地域COC推進協議会 委員名簿
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青森ブランドの価値を創る地域人財の育成

【平成29年12月18日 現在】 

氏　　　名 職　名　等

吉　澤　　　篤 理事（企画担当）

曽　我　　　亨
副理事

人文社会科学部　教授

金　澤　哲　哉
学務部長

参事役（COC担当）

野　口　拓　郎 COC推進室  助教

佐　藤　　　猛 総務広報課長

村　市　　　悟 財務企画課長

石　川　真　理 教務課長

佐々木　宣　子 就職支援室長

三　上　　　徹 研究推進課長

小田桐　　　努 社会連携課長

小　山　　　宏
副理事

社会連携部長

内　山　大　史 研究・イノベーション推進機構　教授

鈴　木　未　来 教育推進機構キャリアセンター  准教授

西　村　君　平 教育推進機構教育戦略室  助教

吉　川　源　悟 COC+推進コーディネーター

COC推進室　室員名簿
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（平成29年6月1日現在）

青森産官学人財育成
パートナーシップ協議会要項第３

氏　　　名 職名等

曽　我        亨
（会長）
副理事

内　山　大　史 研究・イノベーション推進機構　教授

野　口　拓　郎 COC推進室　助教

金　澤　哲　哉
学務部長

参事役（COC担当）

石　川　真　理 教務課長

三　上　　　 徹 研究推進課長

小田桐　　　努 社会連携課長

橋　本   恭　男 青森県企画政策部企画調整課長

竹　内　 守　康
弘前市経営戦略部長

ひろさき未来戦略研究センター所長

櫻　庭　 洋　一 青森県商工会議所連合会常任幹事

橋　本　 広　平 弘前商工会議所事務局長

青森産官学人財育成パートナーシップ協議会　委員名簿

（１）　学長が指名する弘前大学の職員

（２）　青森県及び弘前市の自治体関係者

（３）　青森県内の企業関係者
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青森ブランドの価値を創る地域人財の育成

（平成29年10月1日現在）

氏　　　名 職名等

石　塚　哉　史
（委員長）

農学生命科学部　准教授

前　田　智　雄 農学生命科学部　准教授

前　多　隼　人 農学生命科学部　助教

西　村　君　平 教育推進機構教育戦略室　助教

野　口　拓　郎 COC推進室　助教

辻　脇　悟　志
株式会社木村食品工業
執行役員 経営企画室長

澤　　　一　雄
津軽みらい農業協同組合

代表理事 専務

青森産官学人財育成パートナーシップ協議会

地域特定プロジェクト志向専門人財育成プログラム分科会　委員名簿
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8．参考資料

【平成29年9月12日現在】

氏　　　名 職 名 等

出　　口　　　　　毅
国立大学法人山形大学地域教育文化学部長

COC/COC+推進室長

佐　　藤　　　　　任 函館市 企画部次長

竹　　内　　紀　　人
一般財団法人青森地域社会研究所

常務理事

成　　田　　昌　　造 青森県高等学校長協会 会長

小 山 内 　 世 喜 子
一般社団法人男女共同参画地域みらいねっと

代表理事

弘前大学ＣＯＣ事業及び青森COC＋事業外部評価委員会　委員名簿
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青森ブランドの価値を創る地域人財の育成

　■　弘前大学COC事業新聞掲載記事

　陸奥新報　５面　（平成29年5月10日付）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸奥新報社提供           
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　東奥日報　21面　（平成29年6月３日付）

　　　　　　　　　　　　　　　　　東奥日報社提供
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青森ブランドの価値を創る地域人財の育成

　陸奥新報　３面　（平成29年6月５日付）

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　                   陸奥新報社提供   
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8．参考資料

　陸奥新報　17面　（平成29年9月17日付）

　　　　　　　　　　　　　　陸奥新報社提供　　
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青森ブランドの価値を創る地域人財の育成

　陸奥新報　15面　（平成29年10月15日付）

　　　　　　　　　　　　陸奥新報社提供
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8．参考資料

　陸奥新報　16面　（平成30年３月６日付）

　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　　　　　　　　　   　　　　　　陸奥新報社提供
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青森ブランドの価値を創る地域人財の育成

■　６次産業化マイスター育成プログラム　チラシ

ヒントは、
現場にある。
ヒントは、
現場にある。

弘前大学　地域特定プロジェクト志向専門人財育成プログラム

6次産業化マイスター6次産業化マイスター
育成プログラム育成プログラム

事業概要

現在、青森県では、青森が世界に誇る「食の豊かさ」に着
目して、農水産品の６次産業化を進める「食でとことん」
プロジェクトを実施しています。
平成29年度から、弘前大学は「食でとことん」に代表され
る6次産業化をさらに推し進めるために、６次産業化の
現場で「即戦力」として働くことができる人材を育成する
新しい教育プログラムを実施します。

農水産品の6次産業化に関心のある学生、青森を舞
台として卒業後に即戦力として活躍したい学生、青
森の未来を切り開く「志のある公務員」を目指してい
る学生の参加を期待します。弘前大学の学部１～２
年生が対象です。学部は問いません。

弘前大学の１～2年生が対象です。弘前大学の１～2年生が対象です。

10 本プログラムに関する説明会を開催します。
ぜひ説明会に参加してください。

19木 12:00～12:30 総合教育棟 208講義室

対象学生

17:40～18:10 農学生命科学部 203講義室

参加者募集

74
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■　弘前⇔十和田モニターバスツアー　チラシ
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青森ブランドの価値を創る地域人財の育成

■　バックパッカーを通して見えてきた世界と青森　チラシ
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8．参考資料

■　平成29年度　弘前大学起業家塾　チラシ

「食ビジネスの概略」

国立大学法人弘前大学研究・イノベーション推進機構
研究推進部 研究推進課 研究企画担当 0172-39-3912 jm3912@hirosaki-u.ac.jp

「商品開発のポイント」

「機能性食品の開発、企業ブランドづくり」

「事例紹介、原価計算と値段の付け方、ビジネスプラン作成」

「ビジネスプラン検討会」

第１回

「品質管理、ビジネスプラン作成」

11月8日
水

第２回
11月15日

水
第３回
11月24日

金

第４回
12月６日

第５回
12月13日

水
第６回
12月21日

木

※事業を興した起業家を特別ゲストに招きます。

加藤 哲也 氏
ケイ・シグナル 代表
青森県よろず支援拠点チーフコーディネーター
（公益財団法人21あおもり産業総合支援センター内）

弘前大学が有する研究シーズ（研究成果・
習得技術・卒業論文等の研究テーマ・地域
課題解決）の活用に向けた意識醸成を図る
ため，学生や研究者等を対象にして，起業
家等による全6回の講演及びワークショッ
プのプログラムを実施します。

水

18:30～20:00 総合教育棟309講義室

18:30～20:00 総合教育棟309講義室

18:30～20:00 総合教育棟309講義室

18:30～20:00 総合教育棟309講義室

18:30～20:00 総合教育棟309講義室

18:30～20:00 総合教育棟309講義室
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青森ブランドの価値を創る地域人財の育成

■　平成29年度　 弘前大学若手・新任研究者支援事業
　　　　　　　　　青森ブランド価値創造研究・研究成果発表会　チラシ

　　　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                                                                                                        

研
究
成
果

14:00〜 理事挨拶・趣旨説明
14:10〜 ⻘森ブランド研究発表
14:35〜 若⼿・新任プレゼン

（休 憩）
16:20〜 マッチングタイム
17:30〜 交流会

会 場

弘前⼤学会館３階
「⼤集会室」
「多⽬的室」

14:00～17:00
（交流会〜19:00）

３
１木
平成30年

弘前⼤学若⼿・新任研究者⽀援
事業並びに⻘森ブランド価値創造
研究に採択された研究者による研
究成果発表会を開催します。
当⽇はプレゼンの他、ポスター

展⽰も⾏い、研究者間の交流や異
分野での情報交換はもちろん、学
内教職員、共同研究に興味のある
企業の⽅や、地域の皆さまへ、弘
前⼤学の研究者の熱意あふれる研
究成果を発信します。
奮ってご参加ください！

魅
せ
ま
す

弘
大
の
本
気

時 間

プログラム

送信先：弘前⼤学研究推進部研究推進課 宛
E-mail:jm3909@hirosaki-u.ac.jp 
TEL:0172-39-3909

平
成

年
度
弘
前
大
学
若
手
・新
任
研
究
者
支
援
事
業

青
森
ブ
ラ
ン
ド
価
値
創
造
研
究

研
究
成
果
発
表
会

29

【担当】研究推進部研究推進課 久本・山本 【共催】ひろさき産学官連携フォーラム

参加をご希望の方は、所属（会社名等）・氏名・ＴＥＬ・交流会の参加有無を記入の上、下記メールアドレスへご送信ください。

■参加申込

［申込締切］平成３０年２月２３日（金）まで

交流会：⼤学会館２階スコーラム
（会費2,000円）

優秀賞の表彰を⾏います！
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  　　　　　 発　行　日　平成30年4月

                  編集・発行　国立大学法人弘前大学　COC推進室
　　　　　　　　　　　　〒036-8560 　青森県弘前市文京町１番地
　　　　　　　　　　　　TEL 　0172-39-3305 ／ 3306　　FAX　0172-39-3309
　　　　　　　　　　　　E-mail 　coc@hirosaki-u.ac.jp
　　　　　　　　　　　　Web 　  http://coc.hirosaki-u.ac.jp

平成26年度採択　文部科学省「地（知）の拠点整備事業」
青森ブランドの価値を創る地域人財の育成
平成29年度　事業成果報告書








