平成２０年度 北海道光科学技術研究会 総会

○日 時：平成 20 年 5 月 21 日（金）１5：00〜
○場 所：北海道立工業試験場 研修室
○次 第
1. 開会
2. 委員長あいさつ
3. 議事
（１）平成 19 年度事業報告（資料１）
（２）平成 19 年度決算報告（資料２）
（３）監査報告
（４）平成 20 年度事業計画（資料３）
（５）年会費の改定について（資料４）
（６）平成 20 年度予算案 （資料３）
（７）その他
4. 閉会

資料 1

Ｈ19 北海道光科学技術研究会事業報告
1. 総会
○開 催 日：平成 19 年 5 月 11 日
○開催場所：北海道立工業試験場 研修室
○参加人数：30 名
○内

容：H19 事業計画、予算案について

2. 運営委員会
［第 1 回］
平成 19 年 5 月電子メールにて実施 ホームページの制作について
［第 2 回］
平成 20 年 4 月電子メールにて実施 平成 20 年度事業計画案について
3. 講演会・情報交換会
［第 1 回］
○開 催 日：平成１９年５月１１日（金）
○開催場所：北海道立工業試験場 JST イノベーションプラザ北海道
○参加人数：45 名
○内

容：講演会「光科学とナノテクノロジー」
三次元ナノ構造の創成
兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 教授 松井 真二氏
金属ナノ構造による光制御
北海道大学 電子科学研究所 ﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰ研究ｾﾝﾀｰ長 三澤 弘明氏
交流会

［第２回］
○開 催 日：平成 19 年 8 月 10 日（金）
○開催場所：千歳科学技術大学
○参加人数：30 名
○内

容：千歳科学技術大学・PWC との交流会
光技術産業のロードマップ
千歳科学技術大学 物質光科学科主任 教授 石田宏司氏
ホトニクス・ワールド・コンソーシアムの活動について
千歳科学技術大学 光応用システム学科 教授 小林壮一氏
千歳科学技術大学研究室見学（小林研究室、山林研究室、小田研究室）
懇親会

［第３回］
○開 催 日：平成 19 年１１月９日（金）
○開催場所：北海道大学工学部Ｂ３２教室
○参加人数：60 名
○内

容：講演会「自動車産業におけるレーザ加工・実装技術」
自動車用部品の高分子材料レーザ表面加工技術
(独)産業技術総合研究所ﾚｰｻﾞｰ精密ﾌﾟﾛｾｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 新納弘之氏
自動車業界でのレーザ加工適応アプリケーション
住友重機械アドバンストマシナリー㈱ 東京営業グル−プ 小松圭介氏
自動車エレクトロニクスの動向と実装技術
トヨタ自動車（株）車両技術本部 統合ｼｽﾃﾑ開発部第１開発室 佐々木茂氏

［第４回］
○開 催 日：平成２０年１月１１日（金）
○開催場所：北海道大学創成科学共同研究機構
○参加人数：４０名
○内

容：情報交換会
平成 20 年度経済産業省技術開発・事業化等関連施策について
北海道経済産業局地域経済部製造産業課 課長補佐 黒澤 和彦氏
北海道経済産業局地域経済部産業技術課 技術企画係長 高橋 育男氏
新エネルギー・産業技術総合開発機構 北海道支部 主幹 庄田 真人氏
中小企業基盤整備機構 新連携支援プロジェクトマネージャー 千葉 恒雄氏
北海道イノベーション創出ナノ加工・計測支援ネットワーク事業について
北海道大学 ナノテク支援室 特任准教授 畑中 耕治氏
交流会

4. その他
・アンケート実施（H19.5）
・ホームページの開設（H19.7）
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平成 20 年度北海道光科学技術研究会 事業計画（案）
運営委員会
日 程

事 業

5 月 21 日

内 容

平成 20 年度総会

事業計画・予算等

同上

講演会・交流会

ナノインプリントの基礎と応用

8月

講演会

光技術における材料とデバイス（仮）
外部講師 2 名 一般開放

11 月

情報交換会

PWC 連携事業

１月

情報交換会

電子科学技術研究所 見学（H20 移転予定）
ニコンイメージングセンター等

3月

運営委員会

平成 21 年度事業計画案について

平成２０年度予算（案）
（円）
収入
前期繰越金

支出
274,897 講師旅費・謝金等

300,000

会議費

50,000

230,000 ホームページ管理費

50,000

@３万円× ４

事務費

50,000

@１万円×１１

その他経費

54,897

年会費

計

504,897

計

504,897

資料 4

年会費の改定について
現行）
会員種別

年会費

法人会員（中小企業）

30,000 円

法人会員

50,000 円

個人会員

3,000 円

（注）中小企業の定義は中小企業基本法第２条に従う。
業種：従業員規模・資本金規模
製造業・その他の業種：300 人以下又は 3 億円以下
卸売業：100 人以下又は 1 億円以下
小売業：50 人以下又は 5,000 万円以下
サービス業：100 人以下又は 5,000 万円以下
改正案）
会員種別

年会費

中小企業

10,000 円

大企業

30,000 円

（注）中小企業の定義は中小企業基本法第２条に従う。大企業は中小企業以外の以下業種企業
業種：従業員規模・資本金規模
製造業・その他の業種：300 人以下又は 3 億円以下
卸売業：100 人以下又は 1 億円以下
小売業：50 人以下又は 5,000 万円以下
サービス業：100 人以下又は 5,000 万円以下

平成 19 年 5 月 11 日実施

平成１９年度北海道光科学技術研究会アンケート調査
北海道光科学技術研究会運営委員会
１．今後取り扱って欲しい講演内容についてお伺いします。(複数回答可)
（21）光科学技術動向
（19）光科学技術業界動向
（12）光技術関連ロードマップ
（3）特許情報
（7）研究開発助成制度
（0）その他「

」

２．今後取り扱って欲しい光科学技術分野をお選び下さい。(複数回答可)
（16）光計測技術
（12）光加工技術
（12）光材料技術
（12）光通信技術
（0）その他「

」

３．今後取り扱って欲しい光科学技術産業分野をお選び下さい。(複数回答可)
（8）自動車
（16）エレクトロニクス
（14）医療・バイオ
（6）食品
（7）エネルギー
（8）環境・リサイクル
（1）その他

材料

４．今後の光科学技術研究会の活動についてご意見・ご要望などをご記入下さい。
・光産業の動向を知る機会の場にすることに協力していきたいと思います。
・光デバイス制御に関しての講演等に興味があります。
・半導体レーザー関連の内容のご紹介を期待します。
・光デテクタ（光電面）の研究をしていました。今、ノーステック財団で技術支援の仕事
をしているので何か手つだえる事があるのではないかと参加しました。
・研究開発助成制度に積極的に参加していきたいと考えております。
・植物等バイオ分野についても、分科会などの活動を行ってはいかがでしょうか？
・「市民講座」の開催等を通じて広く世間に知らしめる催し等を開いて頂きたいです。

