
平成３０年度事業報告書 

（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日） 

 

Ⅰ．公益目的事業 ⇒（公１の事業） 

 

１．人材育成支援事業  

 八戸地域の産業・企業を支える人材育成を支援するため、次の事業を行いました。 

 

（１）技術人材養成講座 

①「CAD/CAMシステムの基礎と実際講座」 

【目 的】 

２次元ＣＡＤ及び機械系ものづくりの基礎技術等に関する体系的な座学、実習講座を実

施することにより、地域中小企業の機械加工技術の高度化と若手技術者・技能者の基礎技

術の向上を図る。 

【対 象】 

機械金属加工業種の技術者・技能者、一般の方（求職者の方も可） 

【実施内容】 

①講座Ｂ 「２次元ＣＡＤ入門基本編（実習）」 

       AutoCADの操作経験がない方、初めて CADに触れる方を対象とした初級講座 

②講座Ａ 「機械系ものづくりの基礎（座学）」 

 実務経験の少ない若手の方に、ものづくりの基礎を学んで頂く講座 

③講座Ｆ 「精密測定及び品質管理（座学・実習）」 

 計測に関する実務経験の少ない方に、計測の基礎を学んで頂く講座 

講座名 講座内容 日  程 講  師 受講者数 

講座Ｂ 

CADの基本操作、製図機能 5月 9日（水） 
八戸高専 

井関 裕也氏 他 

１２名 

図形編集機能、画層、 

構築線の利用 
5月 10日（木） 

八戸高専 

古川 琢磨氏 他 

作図演習「L字ブロック」 

寸法記入、作業空間 
5月 15日（火） 

八戸高専 

森  大祐氏 他 

印刷レイアウト、作図演習 5月 16日（水） 
八戸高専 

森  大祐氏 他 

作図演習 

（グランドパッキン押さえ） 
5月 17日（木） 

八戸高専 

黒沢 忠輝氏 他 

講座Ａ 

機械製図のＪＩＳ規格 7月 10日（火） 
中発テクノ㈱ 

大池 大知氏 
９名 

機械素材の選び方のポイント 7月 11日（水） 
八戸高専 

古谷 一幸氏 



機械素材の選び方のポイント 7月 12日（木） 
八戸高専 

古谷 一幸氏 

切削加工の基礎 7月 17日（火） 
八戸高専 

赤垣 友治氏 

機械設計の実際 7月 19日（木） 
多摩川精機㈱ 

細沢 和司氏 

講座Ｆ 

ものづくりのための品質管理

（１） 
9月 4日（火） 

多摩川精機㈱ 

磯嶋 好司郎氏 

６名 

ものづくりのための品質管理

（２） 
9月 5日（水） 

多摩川精機㈱ 

磯嶋 好司郎氏 

精密測定 9月 6日（木） 
八戸工業研究所 

飯田 勇気氏 

測定機器の校正、計測実習 9月 11日（火） 
八戸高専 

赤垣 友治氏 他 

測定機器の校正、計測実習 9月 12日（水） 
八戸高専 

赤垣 友治氏 他 

【まとめ】 

項  目 講座Ｂ 講座Ａ 講座Ｆ 

受講者の総合的な満足度 100％ 78％ 83％ 

受講者のアンケートによれば、講座Ｂが「大変満足」「満足」合わせて 100％の満足度であ

り、評価できる。講座Ａ、Ｂに関しても比較的高評価であると思われる。不満な点として「各

講義の中で具体例があると解かりやすい」、「講義のスピートが早い」との声が聞かれ、今後

講座を実施するにあたり、考慮して進めたい。満足度 100％の講座Ｂに関しては「講義の質・

レベルやテキストの内容に関し丁寧で理解しやすい」との評価を得た。講座Ａ、講座Ｆに関

しては、「基礎から学べたので良かった」、「学んだ事を仕事に活かせるので良かった」、「実

習を増やして欲しい」等の声が聞かれた。 

今後は、より一層職場で活かせる講座内容とすべく講師の方と意見交換しながら実施して

いきたい。 

 

②「基礎技術講座（ＨＣアカデミー）」 

【目 的】 

地域のニーズに応じ、機械設計者を対象とした専門的技術・技能および知識を座学に実習を

交えたアカデミーとして開講し、企業内技術者の底上げを図るとともに、中核的リーダーの育

成を目的とする。 

【対 象】 

地域内企業の技術者・研究者、一般の方 

【実施内容】 

青森県難削加工研究会、八戸工業研究所協議会の協賛を得、主に鉄、アルミ、ステンレ

スを扱う金属加工業の企業の方を対象に、バリの制御技術、バリ取りの種類並びに効果的

な手法をを学んでもらい、受講者の技術力向上を図るためのアカデミーとして実施した。 



 

講座名 講座内容 日  程 講  師 受講者数 

ＨＣ 

アカデミー 

バリ発生のメカニズム、

バリの制御技術、バリ取

りの種類と効果的な手

法、最適な工具の紹介等 

2月 20日（水） 

三菱マテリアル㈱ 

荒木 洋平 氏 

㈱ジーベック 

テクノロジー 

   服部 成治 氏 

 ２０名 

【まとめ】 

   受講後のアンケートによると、・講義内容に満足・今後に活かせる内容であった・効率

化が図れる等、概ね好評であった。さらにはバリ取りの工具の選定、自動化のメリットを

考える等自社の業務に積極的に役立てたいとの回答があった。今後受講したいセミナーと

して、溶接構造物の二次加工、ドライ加工についての要望があったので、ＨＣとしても検

討したい。 

 

③経営ビジネスセミナー 

【目 的】 

経営力強化や経営革新に関する知識普及、会社の競争力拡大を図る。 

【対 象】 

地域内企業の方（経営者、管理者、次世代経営者など）、行政・産業支援機関、金融機 

関、一般の方 

【実施内容】 

  ①多くのメディアに取り上げられ、㈱龍角散唯一の女性開発者として数々のヒット商品を 

  手がけた㈱龍角散の福居篤子氏をお招きし、逆境を乗り越えての製品開発、そして経営改 

革に至った経緯をお話し頂いた。 

②地域企業にとって助成金や補助金は、売上の拡大、人材育成、資金繰りなどの面で大変役立

つが、応募書類の作成には苦慮しており、現在ＣＤとして地域企業の中に入って活動してい

る阿部氏によるセミナーを行った。 

 

講演名 演   題 日   程 講   師 参加者 

①経営ビジネス 

セミナー 

「常識への挑戦！」 

～世界初！服薬補助ゼリーの開発～ 
11月 2日（金） 

株式会社龍角散 

福居 篤子 氏 
８２名 

②経営ビジネス 

セミナー 

「助成金・補助金獲得 

セミナー」 
2月 19日（火） 

株式会社八戸ｲﾝﾃﾘ

ｼﾞｪﾝﾄﾌﾟﾗｻﾞ CD 

阿部 孝悦 氏 

株式会社共同物流

ｻｰﾋﾞｽ 

宗前  斉 氏 

６６名 

 



【まとめ】 

項  目 受講者の総合的な満足度 

①経営ビジネスセミナー 85.7％ 

②経営ビジネスセミナー 63.0％ 

①メディアに取り上げられている方で、ＣＭでもお馴染みの“服薬ゼリー”“龍角散ダイ

レクト”等の開発者の方の講演ということもあり、多くの皆様に聴講頂いた。商品開発に

対する熱意、行動力に感心する方が多かった。確固たる技術があってこその開発、そして

様々なマイナス要因をプラス思考にする転換力が受講者に感銘を与えるセミナーとなっ

た。女性の参加者も多く（29名）リケジョ（理系女子）応援してくれる講演を希望する声

も聞かれた。 

②過去の申請の良い例、悪い例を挙げての説明に加え、加点のポイントについてもアドバ

イスがあり、大変参考になったとの声が聞かれた。また、昨年度補助金を受けた企業によ

る事例紹介も好評で概ね印象に残るセミナーとなった。 

 

④学生・生徒のものづくり企業訪問ツアー 

【目 的】 

地元企業の良さ、魅力を感じてもらうことにより、より優秀な人材の地元定着を図る。 

【対 象】 

地域内企業。地域内の工業系高等学校の生徒。 

【実施内容】 

コース名 訪問先 日   程 参 加 校 参加者 

Ａコース 

・㈱高橋製作所 

・㈱セイシンハイテック 

・アルバック東北㈱ 

・旭光通信システム㈱ 

7月 30日（月） 

・八戸工業高等学校 

・名久井農業高等学校 
３２名 

Ｂコース 

・多摩川ハイテック㈱ 

・多摩川モバイル電装㈱ 

・北日本機械金属㈱ 

・大平洋金属㈱ 

・アンデス電気㈱ 

・十和田工業高等学校 

・八戸工業高等学校 
２７名 

【まとめ】 

項  目 学生・生徒のものづくり企業訪問ツアー 

学生・生徒の総合的な満足度 96.6％ 

３年目の事業。参加者の約５割の生徒が県内に就職希望で実際に施設内を見たいとの希望

があった。猛暑の中ハードなスケジュールであったが、参加した生徒からは「学校の授業

で使用している機械装置とは大きさが違うので圧倒された」「資格等は就職してからでも

取ることが出来ると知り安心した」との声が聞かれた。引率の先生方からも「是非求人が

欲しい」「実習で学んでいることが実際の職場で活かされていることを生徒が知る機会に

った」との感想が寄せられた。また、受け入れ先の企業側も、参加校の卒業生の有無、通

勤に関しての説明を加えるなど、より就職を意識しての説明をして頂いた。今後も開催時



期（案：春休みの新３年生向け）、参加校を増やすなど更に工夫し継続して実施したい。 

 

 ⑤ＵＩＪターン向け企業訪問ツアー（新規事業） 

【目 的】 

   ＵＩＪターン希望者に地域内企業に対する理解を深めてもらうと共に、企業の人材獲得、

育成に資する。 

【対 象】 

地域内企業。ＵＩＪターン希望者。 

【実施内容】 

内 容 企業名 日   程 参加者 

企業説明・懇談 

広和計装㈱ 

旭光通信システム㈱八戸事業所 

㈱アイティコワーク 

美和電気工業㈱八戸事業所 

9月 21日（金） １２名 

企業訪問 

㈱ソフテック 八戸事業所 

エプソンアトミックス㈱ 

      北インター事業所 

朝日インテック㈱ 

東北 R＆Dセンター 

【まとめ】 

項  目 ＵＩＪターン向け企業訪問ツアー 

ツアー参加者の総合的な満足度 75％ 

就職に繋がった方 １名 

新規事業。参加者１２名のうち、学生が７名、求職者３名、Ｕターン希望者２名という内

訳であった。企業側としてはまず自社を知ってもらいたい。現場を見てもらいたいとの思

いがあり、堅苦しくない雰囲気の中、前半の説明懇談会、後半の企業訪問が行われた。 

  参加者側からは、「名前だけ、求人票だけでは解からない企業の施設や内部を見学するこ

とが出来て就職の参考になった」「訪問企業の求人票も付けて欲しかった」との感想が寄

せられた。また、企業側は「知名度が低いので参加できて良かった」「地元に縛るのでは

なく、首都圏との循環できる環境も大切ではないか」との意見が出された。次年度も継続

するにあたり、第１回目を参考に改善しながら実施していきたい。 

 

（２）技術・人材研修 DVD・VHS貸出業務    

      ・対 象：圏域内企業等 

      ・ＶＨＳ：２７タイトル９２本 

      ・ＤＶＤ：２タイトル９枚 

      ・利用数：０件 

 

 

 



（３）各種講演会、セミナー（共催・後援・協賛） 

【目 的】 

   高度技術の習得、人材育成に関する講演会、セミナー、研修会等を開催する。 

  （主催、共催、後援 協賛） 

【対 象】 

地域内企業の技術者・技能者、一般の方 

【実施内容】 

講演名 演題・内容 日  程 講  師 

八戸工業高等

専門学校  

非常勤講師 

・品質、生産管理非常勤講師と

しての授業 

6月 6日～ 

8月 10日まで  

16日間 

事務局長 

松坂 洋司 

平成３０年度

青森県航空宇

宙産業研究会 

・セミナー 

「日本の次代を担う航空機産業

を根付かせるために～MRJ の開

発遅延から学ぶもの～」 

「航空機部品製作に必要な加工

技術について～参入のためのｷｰ

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ～」 

・技術交流会 

8月 21日（火） 

 

 

ＤＭＧ森精機㈱ 

森本 浩道 氏 

ＤＭＧ森精機㈱ 

加治  敏 氏 

総務省委託事業 

クラウド活用

コンテスト 

・クラウドサービス等 ICT 利活

用が十分ではない地域で地方大

会を実施し、選抜された代表で

決勝大会を行い、最優秀事例の

決定 

9月 19日（水）  

「東北 IM連携

協議会ﾜｰｸｼｮｯ

ﾌﾟ in八戸」 

「東北 IM連携

協議会ｱﾜｰﾄﾞ」 

・講演、情報提供 

・TAIMアワード 

・創業事例紹介 

・交流会 

・現地見学 

10月 18日（木） 

～19日（金） 

JBIA 

星野  敏 氏 

マルカネ 

秋山 兼男 氏 

       他 

企業訪問 

ツアー 

（企業見学会） 

・多摩川ハイテック㈱ 

・合同酒精㈱酵素医薬品工場 
11月 22日（木） 

対象：就職を希望す

る八戸地域の高校及

び大学等に在学中の

生徒・学生 

平成３０年度

青森県航空宇

宙産業研究会 

講演会 

・講演会 

「成長が期待される航空機産業

～航空機産業を下支えする中

小企業～」 

「東北航空宇宙産業研究会活動

報告 -東北広域連携による

12月 12日（水） 

信金中央金庫 

  藁品 和寿 氏 

東北航空宇宙産業研

究会 

  斉藤 耕治 氏 



航空機ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝの整備-」 

「選ばれる」会

社になるため

の職場力向上

セミナー 

・基調講演 

「人手不足時代に向けて地方企

業が今取り組むべき課題」 

・パネルディスカッション 

「採用困難、早期離職への取り

組み」 

1月 25日(金) 

㈱カイラボ 

井上 洋市朗 氏 

㈱テクトリー 

伊藤 大樹 氏 

東和電機工業㈱ 

制野 智仁 氏 

㈲二唐刃物鍛造所 

 吉澤 俊寿 氏 

経済産業省施

策説明会 

平成 30年度補正予算案及び平成

31 年度予算案に盛り込まれた経

済産業省関連施策の説明 

2月 12日（火） 
経済産業省東北経済

産業局、青森県 

平成３０年度 

青森県工業会

トップセミナ

ー 

・講演 

「激動の時代～どう成長し、ど

う生きるか」 

3月 5日（火） 
シスメックス㈱ 

 林  正好 氏 

 

 

 

２．連携支援事業  

 八戸地域の産学官連携促進のため、次の事業を行いました。 

 

（１）企業視察会（見学会） 

【目 的】 

県内の産業を視察、見学することにより、異業種交流を活発にし、当地域産業の更なる

ビジネス展開を図る。 

【対 象】 

地域内企業の方、学・官・金、一般の方 

【実施内容】 

① 企業見学会（若手社員・職員対象） 

② 県内企業視察会 

行 事 名 視 察 先 日  程 参加者 

①企業見学会 八戸バイオマス発電㈱ 6月 26 日（火） １８名 

②県内企業視

察会 

㈱ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム（野辺地町） 

㈱東北すっぽんファーム（東北町） 

ニッコーム㈱（三沢市） 

10月 11日（木） １１名 

 



【まとめ】 

①企業見学会は、30年度初の試みとして、企業等の若手社員・職員を対象として実施した。

普段外の企業を見学する機会の少ない若手の皆様の異業種交流を図るための企業見学会

で、平成 30 年 4 月 1 日の運転開始した八戸バイオマス発電所を見学。自社製品が使われ

ている企業もあり、好評であった。見学後の質疑応答でも活発な質疑が出され、実りある

ものとなった。 

②県内企業視察会では、酪農に IoTを導入した㈱NAMIKIデーリィファーム、温泉を利用し

たスッポン養殖で首都圏の顧客を増やしている㈱東北すっぽんファーム、産業用高電力抵

抗器を製造販売しているニッコーム㈱の上十三地域の企業３社を視察した。いずれも地元

紙に紹介されるなど、省力化を図ったり、経営面、人材育成面で創意工夫がなされており

興味深く、勉強になる視察会となった。 

 

（２）大学・高専等連携事業 

①地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣОＣ＋）への参画 

【目 的】 

ＣОＣ＋事業に積極的に参加、協力し、地域の学と地域内企業との連携に努める。 

【関連活動】 

タイトル 内  容 日  程 講  師 

「地（知）の拠

点整備事業 coc

＋」Project成

果報告会 

・地域志向ものづくりカリキュ

ラム成果報告 

・地域課題解決型研究開発プロ

ジェクト成果報告 

5月 31日（木） 

八戸工業高等専門学校 

菊池 秋夫 氏 他 

八戸工業高等専門学校 

古谷 一幸 氏 他 

井口泰孝先生 

特別講演会 

・講演会 

「産学官金連携による人材育

成 知財活用に基づく地方

創生」 

8月 28日（火） 

八戸工業高等専門学校  

元校長 名誉教授 

井口 泰孝 氏 

あおもりの企業

の魅力を再発

見！あおもり県

企業内容説明

会」（共催） 

・第 1部 企業対象 

 大学・高専からの情報発信 

・第２部 学生対象 

 セミナー＆企業プレゼン 

10月 13日（土） 

県内社長講演会 

㈱サン・コンピュータ 

代表取締役社長 

三浦 克之 氏 

イノベーショ

ン・ベンチャー

アイディアコン

テスト 2018 

・第 1部 コンテスト（プレゼ

ン発表） 

・第 2部 講演・パネルディス

カッション 

12月 1日（土）  

八戸高専ＣＯＣ

フォーラム 

最終成果報告会 

・事業成果報告とモデルケース

の紹介 

・プロジェクト成果報告 

2月 26日（火） 

COC 事業推進責任者 

  丸岡  晃 氏 

COC 計画立案室長 

  斎藤 貴之 氏 



JX ｴﾙｴﾇｼﾞｰｻｰﾋﾞｽ㈱ 

  浦田 夢月 氏 

八戸工業高等専門学校

准教授 

  細川  靖 氏 

八戸工業高等専門学校

准教授 

  山本  歩 氏 

八戸工業高等専門学校

専攻科 

  今淵 敦史 氏 

 

（３）連携促進・コーディネート支援 

①「ｆ－Ｂｉｚ出張相談会」 

【目 的】 

富士市産業支援センター所長の小出宗昭氏をお招きしての売上アップ、販路拡大、起

業・創業相談会。実績のある支援家との相談・ディスカッションで新たな切り口、将来の

方向性に気付くことにより各社の課題解決を図る。 

【日 時】 

  平成３０年７月７日（土）９：００～１４：３０ 

【対 象】 

地域内の企業の方、又は創業希望者 

【相談者】 

ソフトウェア・情報処理提供サービス業（八戸市） 

塗装工事・内装工事業（八戸市） 

食料品製造業、他、小売り、飲食経営（南部町） 

老人福祉・介護事業（八戸市） 

  冷凍・冷蔵業、鮮凍魚出荷販売業、加工食品製造販売（八戸市） 

 

 

②産業情報収集活動等 

行 事 名 内   容 日  程 

平成３０年青森県企業誘致推進

協議会総会 

・総会 

・説明会 

 地域未来投資促進法における県の基本計 

 画 

 県の企業誘致戦略について 

5月 23日（水） 

あおもりに人財を呼び込むため

の４つの課題研究会 

①人材不足 

 地域企業の雇用創出支援のポイント 

②関係人口 

5月 30日（水） 



 お試し移住の重要性と成功事例 

③空家活用 

 地域に移住者を受け入れる住環境づくり 

④婚活 

 家族を増やす地域づくりと県内の婚活事

業の課題 

・ランチミーティング 

ケイセイ医科工業㈱との 

意見交換 

・ケイセイ医科工業㈱と八戸地域の部品製造 

業について、医工連携についての意見交換 
6月 6日（水） 

第１回 

八戸圏域産学官金連携会議 

・昨年度の振り返り 

・今年度の方向性について 

・その他情報提供 

7月 31日(火) 

「第１回全国Ｂｉｚサミット」 

・セレモニー 

・パネルディスカッション 

・基調講演 

・視察研修（ｆ－Ｂｉｚ支援事業所） 

・視察研修（道の駅「富士川楽座」） 

8月 24日(金) 

～25日（土） 

平成３０年度 

「県誘致企業との懇談会 

（三八地域）」 

・意見交換 

・懇親会 
8月 31日(金) 

平成３０年度 

青森県産業技術センター 

工業部門研究成果発表会 

・講演 

「国際化のための基本 

～産業機械の認証制度」 

・パネルディスカッション 

・口頭発表 

・ポスターセッションショートプレゼン 

9月 12日（水） 

第１回 

八戸圏域産学官金連携会議 

・本会議の趣旨・方向性について 

・支援を受ける側の立場からのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ、 

意見交換 

・次回開催に向けて 

・情報提供 

9月 26日（水） 

地域資源を活用した 

新商品・新サービス開発セミナー 

・パネルディスカッション 

（アイディアを事業化へつなげる手法とは） 

・施策紹介 

（ＩＴ導入補助金の紹介） 

10月 2日（火） 

「最先端ＲＰＡセミナー」 

・講演 

「ＲＰＡとはホワイトカラーの間接業務を

自動化するテクノロジー 

・ＲＰＡ導入事例 

10月 6日（土） 

子供のＵターン就職を望むご両 ・Ｕターン就職者講演  



親のためのセミナー 「Ｕターン就職に至った経緯と就職後の現 

状」 

・受入れ企業経営者講演 

「Ｕターン採用に当たっての企業の取り組 

み」 

・パネルディスカッション 

「Ｕターン就職をめぐる最近の動向や課題、 

 解決策を探り、親が果たせる役割を考え 

る」 

・自治体支援制度の紹介 

・“デーリー東北リクルートラウンジ”活用 

方法について 

 

 

 

 

10月 14日（日） 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 

高校と県内企業の連携ネットワ

ーク強化事業 

「三八地区・高校による企業探検

プログラム」 

・企業見学（㈱吉田産業・八戸港湾運送㈱） 

・合同説明会（参加生徒等/125名 

参加企業/30事業所） 

11月 5日（月） 

第２回 

八戸圏域産学官金連携会議 

・各団体からの提案事項について 

・次回会議に向けて 

・情報提供 

11月 14日（水） 

平成３０年度        

八戸高専自主探究 

ポスター発表会 

・課題発見解決型教育「自主探究活動」 

 開会式 

 第３学年発表会 

 第２学年発表会 

 情報交換会 

 第１学年発表会 

11月 19日（月） 

 ～21日（水） 

平成３０年度 

販路開拓活動支援セミナー 

・第 1部 

 「中小製造業における IoT導入事例とポイ 

ント」 

アイ・コネクト代表  大久保 賢二 氏 

・第 2部 

 「中小企業基盤整備機構における“ジェグ 

テック”の取り組み」 

（独）中小企業基盤整備機構  

横内 正 氏 

11月 30日（金） 

国の研究開発支援制度の 

合同説明会＆相談会 

・国の研究開発支援制度紹介 

・名刺交換、個別相談等 
12月 11日（火） 

平成３０年度 

南部町誘致企業懇談会 

・最近の景況紹介 

・青森県の取り組み 

・南部町からのお知らせ 

12月 13日（木） 



・懇親会 

八戸地域企業等が必要とする支

援に関するアンケートの実施 

・送付件数＝184件 

・回答数＝55 件 

・回答率＝29.89％ 

12月 5日（水）       

～ 

1月 10日（木） 

平成３０年度 

八戸工業高等専門学校専攻科 

特別研究発表会 

・マテリアル・バイオ工学コース 

・電気情報システム工学コース 

・環境都市・建築デザインコース 

・機械システムデザインコース 

1月 18日（金） 

「選ばれる」会社になるための職

場力向上セミナー 

・基調講演 

 「人手不足時代に向けて地方企業が今取り

組むべき課題」 

 ㈱カイラボ 井上 洋市朗 氏 

・パネルディスカッション 

1月 25日（金） 

第２回 

八戸圏域産学官金連携会議 

・前回までの振り返り 

・東北経済連合会の取り組みについて 

・今後の本会議について 

・情報提供 

2月 6日（水） 

ものづくり力交流フェア 2019 

ものづくり講演会 

（静岡県富士市） 

・ものづくり講演会 

「日本のものづくりを次の世代に」 

 ㈱ダイワ・エム・ティ 和久田 惠子 氏 

 「ものづくりで夢を叶える町工場」 

 ㈱由紀精密 大坪 正人 氏 

・ものづくり企業展示会（約 100社） 

2月 8日（金） 

～9日（土） 

経済産業省施策説明会 

平成 30年度補正予算案及び平成 31年度予算

案に盛り込まれた経済産業省関連施策の説

明 

2月 12日（火） 

雇用対策フォーラム 

地元企業の人材採用力とは 

・基調報告 

 「ＵＩＪターンに見る地元企業の人材採用

力の条件」 

 八戸地域社会研究会 高橋 俊行 氏 

・講演 

 「若者の地元定着向上に向けた採用戦略や

地方行政支援に学ぶ」 

 人事労務コンサルタント 嶋田 葵 氏 

・パネルディズカッション 

2月 13日（水） 

 

 

 

 

 



③青森県ＩＭ（ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ）活動 

行 事 名 内   容 日  程 

青森県ＩＭネットワーク協議会

平成３０年度総会及び 

第１回スキルアップ研修 

[議 事] 

・平成２９年度事業実施報告について 

・平成３０年度事業実施計画について 

・会長改選について 

・その他 

[研 修] 

・県内の創業事情について 

・女性起業家支援事業について 

6月 8日（金） 

平成３０年度 第１回 

創業支援関係者会議 

[内 容] 

・八戸市創業支援事業計画の平成 28・29 年

度の実績について 

・八戸市創業支援事業計画の変更申請につい

て 

・今年度の各機関の取組について 

・その他情報交換 

7月 5日(木) 

第２回スキルアップ研修 

「東北 IM 連携協議会ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

in 八戸」 

「東北 IM 連携協議会ｱﾜｰﾄﾞ」 

・講演、情報提供 

・TAIMアワード 

・創業事例紹介 

・交流会 

・現地見学 

10月 18日（木） 

～19日(金) 

第３回スキルアップ研修 

・ＩＭ養成研修報告会 

・グループディスカッション 

・発表、意見交換 

1月 25日（金） 

 

 

 

３．研究開発支援事業  

研究開発の促進を図るため、次の事業を行いました。 

 

（１）技術人材研修助成事業・・・・１３件 

                      決算額 494,462円（予算額 1,250千円） 

通番 申請企業 内   容 助成額 

１ 
㈱セイシンハイテ

ック 

「Mastercam 基礎トレーニング」Design コー

ス 
４９,６６０円 

２ 
㈱セイシンハイテ

ック 
「Mastercam基礎トレーニング」Millコース ４７,７３２円 

３ 美和電気工業㈱ 「オープンソース携帯ＯＳ活用技術」 １２,０５０円 



４ 中発テクノ㈱ 

３Ｄ＆バーチャルリアリティ展専門セミナー 

「トヨタが取組むMixedRealityを活用した生

産現場の革新」 

４６,０００円 

５ 中発テクノ㈱ 
３Ｄ＆バーチャルリアリティ展専門セミナー 

「コマツにおける３Ｄ技術活用の取組み」 
５０,０００円 

６ 美和電気工業㈱ ＰＬＣプログラミング技術（ラダー編） １２,１８０円 

７ 美和電気工業㈱ ＰＬＣラダープログラミングの定石 ２６,０００円 

８ 美和電気工業㈱ 
オープンソースによる画像処理・認識プログ

ラム開発 
２７,４００円 

９ 広和計装㈱ 実習で学ぶソフトウェアＰＬＣ活用技術 １０４,０００円 

１０ 美和電気工業㈱ 技術者のための符号化・暗号化技術 ３,０００円 

１１ ㈲佐々木興業 先端材料・技術研究会 ７４,８８０円 

１２ 美和電気工業㈱ ＰＬＣによるネットワーク構築技術 １３,０００円 

１３ 武輪水産㈱ 食品添加物基礎教育研修会 ２８,５６０円 

 

 

（２）研究開発資金助成事業（申請企業３社） 

 

◎「技術開発審査委員会」 

   日 時：平成３０年７月２４日（火）１３：３０～ 

   場 所：八戸インテリジェントプラザ ３階「研修室」 

      開発案件審査及び質疑応答 

助成額 2,000,000円（予算額 2,000千円） 

通番 申請企業 助成額 

１ アンデス電気㈱ １,０００,０００円 

２ ㈲東奥電気 ５００,０００円 

３ 広和計装㈱ ５００,０００円 

 

 

 

４．情報提供事業 

高度技術・研究開発・連携促進支援の情報提供のため、次の事業を行いました。 

 

  （１）情報誌の発行 

    「てくのろじぃ・ＡＫＲＯＳ合併号第１０１号」平成３０年６月２９日発行 

    「てくのろじぃ・ＡＫＲＯＳ合併号第１０２号」平成３０年９月２８日発行 

    「てくのろじぃ・ＡＫＲＯＳ合併号第１０３号」平成３０年１２月２８日発行 

    「てくのろじぃ・ＡＫＲＯＳ合併号第１０４号」平成３１年 ３月２７日発行 

 



（２）技術産業情報の提供 

     最新の科学技術情報を入手、活用するため、株式会社ジー・サーチのオンライン情 

報検索システムを受け、地域企業の需要に応えました。 

 

    ・ＪＤｒｅａｍⅢ＝科学技術文献情報 

     対  象：地域内企業等 

     利用件数：０件 

 

  （３）八戸地域への情報発信 

 ＨＰを随時更新、充実させ、より迅速な情報提供に努めた。 

 

 

 

 

Ⅱ．収益事業 ⇒（収１の事業） 

１．受託事業 

  

 （１）建物管理受託業務 

    受託事業として、株式会社八戸インテリジェントプラザの所有する建物に付随する運 

    営事務の一部を受託し、完了した。 

 

 

 

 

Ⅲ．その他事業 ⇒（他１、他２の事業） 

 

１．債務保証・低利融資事業（他１） 

 

  昭和６３年に発生した求償権について、連帯保証人から滞りなく回収した。 

 

２．高度技術利用研究会の運営事業（他２）（連携支援事業（共益）） 

 八戸地域の産学官連携・交流促進、新産業創出のため産学官で組織する「高度技術利用研究

会」の運営、研究会独自のテーマ別研究会を継続して支援した。 

 

 

 

 

 



 ◎総会・技術懇話会・活動報告会 

行 事 名 内   容 日  時 参加者 

総会・交流会 

1.平成２９年度活動状況及び平成２９年度収 

支決算について 

2.平成３０年度活動計画（案）及び平成３０ 

年度収支予算（案）、並びに会員企業の状況 

について 

3.設置要綱、募集要領の改訂について  

4.報告事項：「高度技術利用研究会」管理事務 

 に関する契約の更新について 

5.【特別講演】 

「中小企業の生産カイゼンのためのロボット

導入」 

株式会社ブイ・アール・テクノセンター 

取締役企画営業本部長  横山 考弘 氏 

7月 6日（金） ３４名 

技術懇話会・ 

懇親会（共催） 

【講演】 

「常識への挑戦！」 

～世界初！服薬補助ゼリーの開発～ 

株式会社龍角散  福居 篤子 氏  

11月 2 日（金） ８２名 

活動報告会・ 

交流会 

1.高度技術利用研究会 活動状況報告 

2.会員、委員からのご意見及び連絡事項など 

3.【特別講演】 

「経営危機を乗り越え地方の中小企業が世界

を目指して奮闘中」 

 ～地方発グローバル中小企業を目指した戦

い方～ 

 ～IoT/AI の成功と失敗そして気づき～ 

株式会社ＩＢＵＫＩ 代表取締役社長 

  松本 晋一 氏 

3月 7日（木） ４３名 

 

 ◎会報誌の発行 

  平成３０年７月２７日 発行。 

 

 ◎利用研究会パンフレット作成 

  改訂版を作成し、会員募集・ＰＲのため配付。 

 

 ◎展示会等出展・参加に係る費用サポート 

  申請なし。 

 

 



 ◎テーマ別研究会 

１．八戸地域次世代ものづくり企業人材育成研究会 

○全体会議 

 内      容 日  時 参加者 

第１回 

1.今年度の活動計画（案） 

 (1)全体会議の開催回数について 

 (2)アンケートに基づく「能力開発セミナー」

の実施について 

 (3)「生産性向上セミナー」について 

(4)セミナー以外の活動について 

2.意見交換 

3.情報提供、連絡事項、その他  

6月 11日（金） ２０名 

第２回 

1.今年度の活動状況報告 

2.次年度に向けたアンケート集計結果の報告と

実施するセミナー等について 

3.全体的な意見交換、次年度の人材研及び関連行

事の活動等について 

4.参加企業、機関からの情報提供など 

1月 23日（火） １４名 

 

○生産性向上セミナー 

コース名 日   時 受講者 

①生産性分析と向上 7月 3日（火）～4日（水） １９名 

②原価管理とコストダウン 8月 23日（木）～24日（金） １６名 

③品質管理実践 9月 19日（水）～20日（木） １９名 

④購買・仕入れのコスト削減 10月 15日（月）～16日（火） １６名 

⑤生産計画と工程管理 11月 27日（火）～28日（水） １５名 

延べ２０社 ８５名 

 

  ◯能力開発セミナー 

コース名 日   時 受講者 

①鉛フリーはんだ付け技術 10月 11日（木）～12 日（金） ８名 

②製造現場における問題発見・改善手法 10月 25日（木）～26 日（金） ７名 

③収益性向上のための現場改善マネジメント 11月 8日（木）～９日（金） １１名 

延べ１２社 ２６名 

               

 

 

 

 



ものづくり産業を語る会 

・活動内容 

 テーマ＆内容 日時 参加者 

第１回 

 

テーマ：ＩｏＴ、ＡＩ、ロボットに関する製造現

場等への導入に向けた手引き 

内 容：プレゼンテーション 

「ＩｏＴ開発支援棟」の紹介と支援内容に 

ついて」 

    ＩｏＴ導入へのプロローグについて 

（地独）青森県産業技術センター 

                 小野浩之氏 

意見交換 

10月 31日（水） ２７名 

第２回 

 

テーマ：「地域産業振興に向けた金融機関のもの 

づくり企業支援の取り組み」 

内 容：プレゼンテーション 

    テーマを基に金融機関の取組の紹介 

    ㈱青森銀行 地域振興部 

    ㈱商工組合中央金庫 八戸支店 

 ㈱日本政策金融公庫 

 ㈱みちのく銀行 地域創生部 

2月 13 日（水） ２５名 

 

 

 

 

Ⅳ．法人事業 

 

  公益財団法人八戸地域高度技術振興センターの円滑な事業運営のため、次の会議を開催し

た。 

 

 （１）第１８回臨時評議員会（決議省略） 

      日 時：平成３０年４月２３日（月） 

      議 案：理事の辞任に伴う補欠理事１名の選任について、および監事の辞任 

          に伴う補欠監事２名の選任について 

 

 （２）監査会 

      日 時：平成３０年５月１５日（火）１１：００～ 

      場 所：八戸インテリジェントプラザ ３階「特別会議室」 

      監 査：平成２９年度事業報告について 



          平成２９年度財務諸表について 

          残高証明書照合 

          監査報告書署名捺印 

 

（３）第２３回理事会 

      日 時：平成３０年５月２８日（月）１４：３０～ 

      場 所：八戸インテリジェントプラザ ２階「アイピーホール」 

      議 事：平成２９年度事業報告の承認について 

          平成２９年度決算書類の承認について 

          平成３０年度定時評議員会の招集について 

      報告事項：代表理事及び業務執行理事の職務の執行の状況報告について 

 

（４）第１９回定時評議員会 

      日 時：平成３０年６月２０日（水）１３：３０～ 

      場 所：八戸インテリジェントプラザ ３階「研修室」 

      議 案：平成２９年度事業報告について 

          平成２９年度決算書類の承認について 

          任期満了に伴う役員選任について 

          補欠評議員の選任について 

           

（５）第２４回理事会（決議省略） 

      日 時：平成３０年６月２９日（金） 

      議 案：理事長、副理事長、専務理事の選定について 

 

 

（６）平成３０年度八戸地域９市町担当課長への報告 

      日 時：平成３０年７月４日（水） 

      報告内容：平成２９年度事業報告及び決算資料 

           平成３０年度事業計画及び予算資料 

           平成２９年度出損金取崩額（決算）のお知らせ 

           各種ご案内 

 

（７）第２０回臨時評議員会（決議省略） 

      日 時：平成３０年７月２７日（金） 

      議 案：補欠理事の選任について 

 

 （８）第２５回理事会（決議省略） 

      日 時：平成３１年１月３０日（水） 

      議 案：第２１回臨時評議員会招集の件 

 



（９）第２６回理事会 

      日 時：平成３１年３月２８日（木）１０：００～ 

      場 所：八戸インテリジェントプラザ ２階「アイピーホール」 

      議 案：平成３１年度事業計画について 

          平成３１年度収支予算について 

          公益財団法人八戸地域高度技術振興センター 

          就業規程の一部改正について 

      報告事項：資金調達及び設備投資の見込みについて 

           代表理事及び業務執行理事の職務の執行の状況報告について 

 

 （１０）第２１回臨時評議員会 

      日 時：平成３１年３月２８日（木）１１：４５～ 

場 所：八戸インテリジェントプラザ ３階「研修室」 

      議 案：平成３１年度事業計画について 

          平成３１年度収支予算について 

          公益財団法人八戸地域高度技術振興センター 

          就業規程の一部改正について 

      報告事項：資金調達及び設備投資の見込みについて 

 


