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令和２年度事業報告書 

（令和２年４月１日～令和３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・セミナーの開催、開催支援 

①「ＣＡＤ/ＣＡＭシステムの基礎と実際」講座（全講座中止） 

【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 

 

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】 

近年、製造現場の自動化や効率化、人材不足等の課題解決に対する選択肢の一つとして

注目されている「協働ロボット」（人と同じ空間で作業を行うロボット）の市場が成長し

ている中、協働ロボットが求められている理由、自社での必要性等をを中心に学んでもら

うためのアカデミー（ウェビナー）として実施した。 
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講座名 講座内容 日  程 講  師 受講者数 

ＨＣ 

アカデミー 

―現場の効率化に

よる生産性向上お

よび人材不足解消

へ― 

・協働ロボットが求めれれ

る理由 

・我が社で自動化は必要な

のか 

・どんな工程を自動化でき

るか 

・ユニバーサルロボットの

今後の取り組み 

・Ｑ＆Ａ 

10月 20日（火） 

ユニバーサル 

  ロボット 

水野 信隆 氏 

 ３１名 

地域内 22 名 

地域外 9名 

 

【まとめ】 

   協働ロボットに興味がある、協働ロボットの特徴や従来のものとの違いについて習得し

たい等の要望があり、実施した。Ｗｅｂでの視聴に際し音声や映像がフリーズする等快適

に視聴できなかった受講者もあり、今後に向けて原因把握に努めたい。アンケートに関し

ても５名しか回答がなく、成果についての判断は難しいが、50名の申込者がいたことから、

協働ロボットの導入検討、関心の表れと捉え、実際のロボットを使ったデモンストレーシ

ョンの実施を検討していきたい。 

  また、「協働ロボットに関する法律や規制」についての説明が欲しかったとの意見も寄せ

られた。 

 

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.近年、さまざまな場面においてＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）というキ 

ーワードを目にすることが増え、技術も進化を続けており、現在における最新技術や 

最新情報について、当地域におけるさまざまなシチュエーション事例を盛り込んだオ 

ンラインセミナーを行った。 

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 

（ウェビナー） 

テーマ：ＤＸ最前線と八戸地

域企業の未来に向け

て 

1月 28日（木） 

富士通㈱ 

 及川 洋光 氏 

富士通 Japan㈱ 

２９名 
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（併催） 特別講演：「八戸から日本、

世界へ発信『地域に

おけるＤＸの可能

性』」 

事例紹介：「ＤＸ実践事例の

ご紹介～八戸地域企

業の未来に向けて

～」 

 安田 幸男 氏 

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 25日（木） 

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 

１９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 79.0％ 

2.経営ビジネスセミナー 75.0％ 

1.及川氏の説明（お話）が具体的で、ＤＸ初心者にもわかりやすい説明であった。特に日

本におけるデジタル化の遅れを指摘されていた。また、聴講者からは製造業におけるＤ

Ｘ導入事例、効果を詳細に知りたかった、実際に体験ができないか等の声も聞かれ、次

回のテーマとしたい。 

  2.公的機関からの助成金の獲得を検討しているが応募書類の書き方が分からない。“革新

性”を求められても文章にするのが難しく、申請できなかった。等、実際に悩みを抱え

ている企業の方々の参加が目立った。また、昨年度の要望に応えるべく、阿部ＣＤと事

務局とで資料を作り込み、事例や記載例を多くした分かりやすい資料とするよう努めた。 

 

④学生・生徒のものづくり企業訪問ツアー（高校生リモート企業見学会） 

【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】 

見学先 日   程 参 加 校 参加者（生徒） 

・㈱アイティコワーク 

・㈱共同物流サービス 

・広和計装㈱ 

・アルバック東北㈱ 

7月 28日（火） 
・八戸工業高等学校 

・名久井農業高等学校 
４４名 
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【まとめ】 

項  目 
県内就職の参考に 

したかった 

リモートでの見学会に 

興味があった 

地元企業についての情

報収集 

リモート企業見学会

参加動機 
31.8％ 50.0％ 38.6％ 

 

項  目 満   足 おおむね満足 普   通 

リモート企業見学会

の満足度 
61.4％ 15.9％ 20.5％ 

地域の高校生に地元企業の良さ、魅力を感じてもらうことを目的としたツアーとして、昨

年度までは２コースに分かれ実際の企業を訪問見学しており、今年度も引き続き実施の予定

であったが、新型コロナウイルス感染拡大の懸念があることから、リモートでの企業見学会

を行った。企業側も、学校側も、事務局としても初めての試みであり試行錯誤があった。当

日は、メディアの取材もあり、新聞の掲載の他、ＡＴＶ、ＲＡＢではニュースの時間に取り

上げてもらった。 

学校側：インターンシップが無くなった中、説明会ではなく、実際に企業の現場を見ること

が出来たリモート見学会は満足度は高く、高評価であった。短時間で４社の仕事内容、

資格の必要性を知ることが出来た。就職の参考になったとの声が聞かれた。 

企業側：自社の動画によるＰＲと共に参加校の卒業生を登場させ質疑を受けるなど各社工夫

が見られ、その点も高評であった。一方、事前に工場内の動画撮影など、準備に時間

がかかる点がマイナスとの意見が聞かれた。 

 

 ⑤ＵＩＪターン向け企業訪問ツアー（オンライン） 

  八戸で働こう！オンライン企業説明会 

【目 的】 

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

【対 象】 

地域内企業。ＵＩＪターン希望者。 

【実施内容】 

   ・令和２年７月１１日（土）～８月４日（火）のうち、９日間 

   ・オンライン会議サービス ZOOMを利用しての開催 

   ・１社持ち時間３０分とし、１日で４～８社程度の企業説明会 

 ・参加企業、参加学生等 下記のとおり 

内 容 企業名 参加企業数/学生数 

参加企業 

ジョブメイトグループ、生活協同組合コープあおも 

り、社会福祉法人八甲田会、㈱ムジコ・クリエイト 

㈱サンデー、㈱サン・コンピュータ、広和計装㈱、 

㈱近田会計事務所、六ケ所エンジニアリング㈱、 

㈱八戸テレビ放送、マネックス証券㈱、 

２４社 
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青森リース㈱、㈱共同物流サービス、㈱カネマツ、 

㈱吉田産業、㈱福萬組、藤村機器㈱、三八五流通㈱、 

サクサシステムエンジニアリング㈱、 

階上キユーピー㈱、㈱IGAメックス、 

ジェイテック㈱、東陽工業㈱、ニッコーム㈱ 

参加学生等 

（既卒含む） 

青森公立大学、八戸工業大学、専門学校アレック情

報ビジネス学院、岩手大学、岩手県立大学、東北芸

術工科大学、宮城学院女子大学、山形大学、白鷗大

学、東京都立大学、東洋大学、茨城大学、日本工学

院八王子専門学校、駿河台大学 

１６名 

【まとめ】 

項  目 参加者の総合的な満足度 

説明会に参加して 

（満足ポイント 4～5） 
36.0％ 

青森県が実施主体の「青森県合同企業説明会（八戸地域）実施業務」の開催に協力の形

で実施した。開催時期、学生への周知不足の為か、満足度は低い結果となった。企業側か

らの感想として、「今回の説明会の場合、学生が画面の向こう側にいることが分からず、

残念。」「費用を抑えた説明会としては良かった。」「知名度により学生さんの参加、不参加

が決まるので、知名度を上げる努力も必要だと感じた。」等の感想が寄せられた。コロナ

禍の中、今後もＷｅｂを活用しての地域企業の魅力発信が必要になってくると思われる。 

説明会後、関心を持った企業に直接問い合わせ、実際に現場を見学した学生もあったと

の連絡があった。 

 

 

（２）人材教育用教材（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 
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【実施内容】 

講演名 演題・内容 日  程 講  師 

女子目線による

地元の魅力の 

調査・発信・共有 

運営業務 

・「女子目線による地元の

魅力の調査・発信・共有業

務」に係る受託事業者選定

のための審査 

4月 7日（火） 

～4月 10日（金） 

事務局次長 

    関  マキ 

ＩＴ活用力 

セミナー 

「ＡＩ（人工知能）を活用

して何ができる？」 

6月 10日（水） 

↓変更 

9月 29日（火） 

   ↓ 

 中 止 

㈱日本能率協会 

コンサルティング 

八戸工業高等 

専門学校 

非常勤講師 

・担当科目「品質、生産管

理」 

6月 22日（月） 

～3月 8日（月） 

事務局長 

    松坂 洋司 

第１回 

三八Ｗｅｂ会議 

システム研究会 

・趣旨説明 

・活動内容及び活動日程に

ついて 

1月 13日（水） 

メンバー： 

㈱アイティコワーク 

㈱コネクトグローカル 

三八地域県民局 

八戸市 

振興センター 

第２回 

三八Ｗｅｂ会議 

システム研究会 

・共有フォルダの状況につ

いて 

・今後の活動、セミナー実

施について 

2月 24日（水） 

メンバー： 

㈱アイティコワーク 

㈱コネクトグローカル 

三八地域県民局 

八戸市 

振興センター 

第３回 

三八Ｗｅｂ会議 

システム研究会 

・セミナーについて 

・今後の進め方について 

・その他 

3月 24日（水） 

メンバー： 

㈱アイティコワーク 

㈱コネクトグローカル 

三八地域県民局 

八戸市 

振興センター 
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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】 

県内外の産業を視察、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.オンライン工場視察会 

行 事 名 視 察 先 日  程 参加者 

1.企業見学会 ハード工業（有）本社工場 9月 29日（火） ６名 

2.オンライン

工場視察会 

㈱三松（福岡県筑紫野市） 

武藤工業㈱（神奈川県大和市/岩手県北上市） 

12月 3日（木） 

12月 14日（月） 

１９名 

１５名 

【まとめ】 

1.コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、参加人数を制限しての開催となった。北イ

ンター工業団地に建設した新工場ということで、まずは見学と詳しい業務内容を知りたい

という動機で参加が多かった。実際に溶射しているところの見学は出来なかったが、受注

に対応すべく新工場を新設したこと、産業用機械のデザインの魅力、目標である「日本一

の修理屋を目指す」意味とこだわりについて等、山形社長からの説明に熱心に耳を傾けて

いました。 

2.高度技術の地域産業への導入及び活用を図るため、地域内外の技術の現状を知るため、

オンラインでの視察会を行った。 

・㈱三松（小ロット製造代行業/福岡県筑紫野市） 

 ㈱三松に興味があり参加した企業が多くあった。田名部社長の説明も分かりやすく、オ

ンラインでもストレスなく視察できた点が良かった。また、独自の社内教育システム（三

松大学）があり、教育、評価、改善、向上の仕組みが整っており参加者が関心を示して

いた。 

・武藤工業㈱（金属熱処理業/神奈川県大和市・岩手県北上市） 

 神奈川県の本社と北上市の事業所を繋ぎ複数個所を視察できたことは、オンラインなら

ではであり高評価であった。アンケートによると、熱処理＝熟練工のイメージだったが

若い人が沢山いる職場だと思った。熱処理工程の説明も分かりやすく勉強になったとの

声が聞かれた。質疑の時間が足りなくなるほど活発な意見交換がなされた。 
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（２）大学・高専等連携事業 

現場にヘルプ プロジェクト 

【目 的】 

地域の大学・高専等の教職員、学生を対象に、テーマがマッチすると思われる企業・公 

  設試・弁理士等とを仲介し、企業における産学の事業化推進に努める。 

【対 象】 

   八戸地域の大学・高専の教職員、学生（北里大学獣医学部、八戸工業大学、八戸学院大

学、八戸工業高等専門学校） 

【実施内容】 

   地域内の大学・高専等に対し、４月に事業の告知、７月に募集を開始したが、申し込み 

  はなかった。 

 

（３）連携促進・コーディネート支援 

①「ｆ－Ｂｉｚ出張相談会」  中止（令和２年５月２６日決定） 

 相談予定者４社（４名） 

【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。 

【対 象】 

地域内の企業の方、又は起業・創業希望者。 

 

②産業情報収集活動・マッチング、コーディネート活動 

行 事 名 内   容 日  程 

令和２年度青森県企業誘致 

推進協議会総会 

（書面での開催） 

【総会】 

・令和元年度事業報告及び収支決算について 

・規約の一部改正（案）について 

・監事の再任（案）について 

・令和２年度事業計画（案）及び収支予算（案）

について 

5月 25日（月） 

中止 

デーリー東北 

リクルートラウンジ 2020 

企業内容説明会 

【企業内容説明会】 

・デーリー東北新聞社主催 

・北奥羽で事業活動を展開している企業の事

業内容や職場環境の情報発信の場 

・高校生以上の学生、既卒業生、既社会人及

びその家族が対象 

・地元への定着、ＵＩＪターン者、転職者、

家族への就職情報提供が目的 

参加者：110名 

8月 15日（土） 
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Iki－Biz活動報告会 

（オンライン参加） 

Iki－Biz（壱岐しごとサポートセンター）の

三年間の実績報告会 

・報告会その１ 

 ３年間の対応実績報告（延べ 354 社から

2095 件超の相談対応、支援件数 208件、創

業件数 45件、リピート率 85.2％） 

・報告会その２ 

 ブランディング、ロゴやパッケージデザイ

ンの実績紹介 

8月 28日（金） 

公的支援制度説明会 2020 
令和２年度助成金・補助金獲得セミナー 

ＷＥＢ開催の参考のため 
9月 3日（木） 

工場視察ＬＩＶＥセミナー 

・Ｚｏｏｍとスマホを使って効果的に工場や

自社の強みを伝える工場視察ＬＩＶＥセミ

ナー（地域企業のオンライン視察会の参考

のため） 

9月 24日（木） 

アイピー倶楽部 

令和２年度総会 

（書面決議） 

・令和元年度事業報告及び収支予算書 

・令和２年度事業計画（案）及び収支予算書

（案） 

10月 8日（木） 

デーリー東北 

リクルートラウンジ 2020 

「オンライン企業内容説明会」 

【オンラインによる企業内容説明会】 

・デーリー東北新聞社主催 

・北奥羽で事業活動を展開している企業の事

業内容や職場環境の情報発信の場 

・将来の就職のため、地元就職のため、青森

県にＵＩＪターン、転職のための就職情報

提供 

・24日（土）＝17社、25日（日）＝6社によ

るオンライン企業説明 

・24日（土）の 2社を聴講 

 1.八戸通運㈱・・・参加者 3名 

 2.穂積建設工業㈱・・・参加者 4名 

10月 24日（土） 

令和２年度 

地域と連携した 

キャリア教育推進事業 

「地域を支える人財育成 

プログラム」 

・県内企業（㈱アイティコワーク）による高

校生（八戸工業高等学校）との講演会・座

談会 

・講演 1「ラスベガス国際見本市を視察して」 

・講演 2「しくじりアドバイス」 

・座談会「『働く』ことに対するイメージを一

緒に考えてみよう！」 

11月 30日（月） 

令和２年度 

「八戸地域企業による 

・テーマ： 

「地元中小企業の底力を共鳴させ、これから
12月 7日(月) 
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未来創造ラウンドテーブル」 の地域力を創造する」 

・パネラー： 

 大蔵工業㈱ 田中 宏幸 氏 

 ㈲カワサキ機工 川崎 玲 氏 

 ㈱グローバルフィールド 保坂 梨恵 氏 

 ㈱高橋製作所 田中 大志 氏 

 なんぶ農援㈱ 岩間 正雄 氏 

 ㈱ヘプタゴン 立花 拓也 氏 

 三沢エンジニアリング㈱ 平内 康秀 氏 

 農業生産法人㈱よしだや 吉田 清華 氏 

・オンライン会議システムにより、地域企業・

機関 12名が LIVE視聴 

「“ＷＥＢ会議”初心者のための

セミナー」 

・内容 

 1.ウェブ会議とは 

 2.ウェブ会議導入のメリット・デメリット 

 3.ＷＥＢ会議の利用環境（ソフトウェアな

ど） 

 4.ウェブ会議の開催方法・参加方法 

 5.ＷＥＢ会議のコツ 

・講師 

 ㈱コネクトグローカル 向井 誠仁 氏 

12月 18日(金) 

八戸地域企業等が必要とする 

支援に関するアンケート 

・送付件数＝230 件 

・回答数＝69件 

・回答率＝30％ 

1月 6日（水） 

～ 

1月 26日（火） 

令和２年度 

「革新的ものづくり企業 

連携交流サロン」 

・講演① 

「八戸市産学官連携の現状について」 

 八戸学院大学    田中 哲 氏 

・講演② 

「八戸工業大学の産学連携の取組について」 

 八戸工業大学    高橋 晋 氏 

・事例紹介 

「コロナ禍における取組について」 

 ㈱グローバルフィールド 保坂 梨恵 氏 

・パネルディスカッション 

・支援機関からの情報提供 

 

1月 29日(金) 

令和２年度 

地元企業人材確保支援事業 

「採用力向上 

オンラインセミナー」 

・講演 

「即・実践可能！採用力を向上させる人材確

保対策とは」 

 キャリアバンク㈱  田中 希久代 氏 

2月 4日(木) 
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医療機器関連産業 

マッチングセミナー 

・第１部 

「医療機器ってどんなものがあるの？」 

「医療機器産業導入セミナー」 

 東北大学ナレッジキャスト㈱ 

 鈴木 友人 氏 

・第２部 

「ケイセイ医科工業・ケイセイエンジニアリ

ングのニーズ、商品開発」 

 ケイセイ医科工業㈱ 

・第３部 

 質疑応答 

2月 19日（金） 

企業訪問 

マッチング支援・情報収集等 

・八戸市（(有)中ペン塗装店、八戸住宅倶楽

部フタガミ、㈱サン・メディックス、ビエ

ルバ、八戸製錬㈱、（一財）VISITはちのへ、

㈱アイティークレスト、環境緑花工業㈱、

㈲美豊、ハード工業㈲、八戸商工会議所） 

・十和田市（三本木農業高等学校） 

・三沢市（(有)田嶋板金工業） 

・おいらせ町（㈲カワサキ機工 withカスタネ

ット、㈲カワサキ機工 withポリテクカレッ

ジ） 

・その他（NPO地域活性化教育支援ネットワー

ク、アクセンチュア㈱、洋野町特定政策推

進室） 

通 年 
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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 

青森県インキュベーション・マネ

ージャーネットワーク協議会 

令和２年度総会 

・令和元年度事業報告について 

・令和２年度事業計画（案）について 

・会長改選について 

欠席につき資

料のみ提供 

第１回スキルアップ研修会 

・県内の創業実績等について 

・講演 

「いわき市の地域新産業創造に向けた取り

組み  

～いわきのがんばる中小企業の事例紹介～」 

欠席につき資

料のみ提供 

第２回スキルアップ研修会 

・女性起業支援に係る事業について 

・ＩＭ養成研修受講者による中間報告 

・女性ＩＭによる女性起業支援の事例につ 

 いて 

・女性支援チーム「エールブランシェ」の取

組について 

・女性起業支援の取組について 

欠席につき資

料のみ提供 

八戸住宅倶楽部フタガミ 

（ホームインスペクション業） 

・f-Biz八戸出張相談会相談者「八戸住宅倶

楽部フタガミ」に対し、創業に関わる各種

相談支援 

年間９回 

 

 

 

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・・・・２２件 

                      決算額 381,437円（予算額 1,250千円） 

通番 申請企業 内   容 助成額 

１ 
㈱ミナミ 

   福地工場 

設計に活かす３次元ＣＡＤソリッドモデリン

グ技術 
２０,２８０円 

２ 広和計装㈱ 現場のための電気保全技術 ８,５００円 

３ 広和計装㈱ 有接点シーケンス制御の実践技術 ８,５００円 

４ 広和計装㈱ 電動機のインバータ活用技術 ８,５００円 

５ 中発テクノ㈱ 有接点シーケンス制御の実践技術 ８,５００円 

６ ㈱日進電気 有接点シーケンス制御の実践技術 １７,０００円 

７ 中発テクノ㈱ 電動機のインバータ活用技術 ８,５００円 

８ ㈱日進電気 現場のための電気保全技術 ２６,４００円 

９ ㈱日進電気 有接点トラブルの評価と改善 ４２,０００円 



14 

 

１０ ㈱日進電気 ＰＬＣプログラミング技術（汎用命令編） １７,０００円 

１１ 中発テクノ㈱ ＰＬＣプログラミング技術（汎用命令編） １７,０００円 

１２ 中発テクノ㈱ 計測における信頼性（不確かさ）の評価技術 ２５,０００円 

１３ ㈱日進電気 ＰＬＣプログラミング技術（数値命令編） １７,０００円 

１４ 中発テクノ㈱ ＰＬＣプログラミング技術（数値命令編） ２５,５００円 

１５ 中発テクノ㈱ 
非線形有限要素法の基礎と応用 

（Webセミナー） 
２２,０００円 

１６ 中発テクノ㈱ 非線形材料の基礎（Webセミナー） ２２,０００円 

１７ 中発テクノ㈱ 
個体力学分野の有限要素法の基礎 

            （Webセミナー） 
２２,０００円 

１８ ㈱日進電気 ＰＬＣプログラミング技術（実践命令編） １８,４９０円 

１９ 
㈱ミナミ  

福地工場 

３次元ＣＡＤを活用した 

ソリッドモデリング技術 
１２,８２０円 

２０ 
㈱ミナミ  

福地工場 

３次元ＣＡＤを活用した 

サーフェスモデリング技術 
 ８,７１２円 

２１ 
㈱ミナミ  

福地工場 
３次元ＣＡＤを活用したアセンブリ技術 ８,６３５円 

２２ ㈱日進電気 電気系保全実践技術 １７,１００円 

 

 

（２）研究開発資金助成事業（申請企業２社） 

◎「技術開発審査委員会」 

   日 時：令和２年７月３０日（木）１３：３０～ 

   場 所：八戸インテリジェントプラザ ２階「アイピーホール」 

      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 研究開発テーマ 助成額 

１ アンデス電気㈱ 
カメラ付き車両用ＬＥＤ直管照明の次期モ

デル開発 
１,０００,０００円 

２ コムラ醸造㈱ 
販路拡大を目的とした「なんばんみそ」の新

包装容器の開発 
１,０００,０００円 
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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（各号 1,100部） 

    「てくのろじぃ・ＡＫＲＯＳ合併号第１０９号」令和２年６月３０日発行 

    「てくのろじぃ・ＡＫＲＯＳ合併号第１１０号」令和２年９月３０日発行 

    「てくのろじぃ・ＡＫＲＯＳ合併号第１１１号」令和２年１２月２５日発行 

    「てくのろじぃ・ＡＫＲＯＳ合併号第１１２号」令和３年３月２６日発行 

 

（２）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。 

・地域内を対象とした他団体主催の講演会、セミナー、各種補助金等の情報発信を 

行った。 

 「八戸ＩＰ知的財産リーフレット・シリーズ№３９」発送業務（郵送） 

「八戸ＩＰ知的財産リーフレット・シリーズ№４０」発送業務（郵送） 

「各種補助金、助成金のお知らせ」年間 12 件（メール） 

「各種セミナー、講演会、研修、展示会のお知らせ」年間 24 件（メール） 

「その他情報提供」年間 9 件（メール） 

 

 

 

 

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。 
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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。 

 

 ◎監査会/役員会 

行 事 名 内   容 日  時 出 席 者 

監査会 

1.令和元年度の活動状況説明 

2.令和元年度の決算書説明 

3.会員・委員の状況について 

4.決算書及び関係書類監査 

5月 18日（月） 監事：中村 昭則 氏 

第１回役員会 

1.総会で審議すべき 

「議案の承認方法（案）」について 

2.議案の内容について 

5月 18日（月） 

会長：赤垣 友治 氏 

副会長：関口 力 氏 

監事：中村 昭則 氏 

第２回役員会 

1.今年度の活動状況及び 

今後の予定について 

2.活動報告会の実施について 

3.コロナ禍を踏まえた 

次年度の活動の方向性について 

2月 9日（火） 

会長：赤垣 友治 氏 

副会長：関口 力 氏 

監事：中村 昭則 氏 

 

 

 ◎総会・技術懇話会・活動報告会 

行 事 名 内   容 日  時 参加者 

総 会 

1.総会議案の決議方法（案）について 

2.令和元年度活動状況及び令和元年度収支決

算について 

3.令和２年度年会費の非徴収について 

4.令和２年度活動計画（案）及び令和２年度収

支予算（案）、並びに会員企業・委員の状況

について 

書面決議 － 

技術懇話会 

（ｳｪﾋﾞﾅｰ） 

テーマ：ＤＸ最前線と八戸地域企業の未来に向

けて 

【特別講演】 

「八戸から日本、世界へ発信 

『地域におけるＤＸの可能性』」 

富士通㈱   及川 洋光 氏 

【事例紹介】 

「ＤＸ実践事例のご紹介 

～八戸地域企業の未来に向けて～」 

富士通 Japan㈱  安田 幸男 氏  

1月 28 日（木） ２９名 
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活動報告会 

1.高度技術利用研究会 活動状況報告 

2.【特別講演】 

「コロナ禍に対応した青森産技の取り組みに

ついて」 

（地独）青森県産業技術センター 

八戸工業研究所 所長 小野 浩之 氏 

3月 9日（金） ２６名 

 

 

 ◎会報誌の発行 

  令和２年７月９日 発行。 

 

 

 ◎テーマ別研究会 

  1.現場のＩＴ活用研究会 

   ・活動内容 

 内   容 日  時 参加者 

第１回 

（ウェビナー） 

（併催） 

テーマ：ＤＸ最前線と八戸地域企業の未来に向けて 

【特別講演】 

「八戸から日本、世界へ発信 

『地域におけるＤＸの可能性』」 

富士通㈱   及川 洋光 氏 

【事例紹介】 

「ＤＸ実践事例のご紹介 

～八戸地域企業の未来に向けて～」 

富士通 Japan㈱  安田 幸男 氏  

1月 28 日（木） 29名 

 

2.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：自社のコロナ対策情報交換 

～まずはお試しで、オンラインミーティン

グに参加してみる会～ 

内 容：①オンライン会議をまずはやってみよう 

②コロナ禍において企業が何に困りどんな

対策を講じたか 

③今後に向けての意見交換 

ファシリテーター 

（公財）八戸地域高度技術振興センター 

    事務局長  松坂 洋司 

6月 25 日（木） ６名 
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第２回 

 

テーマ：「新型コロナウイルスの対策と工夫から 

新たな道筋を見出す」 

内 容：①プレゼンテーション 

㈱グローバルフィールド 

              保坂 梨恵 氏 

    ㈱サトウ精機    佐藤 智栄 氏 

    ②ディスカッション 

        参加者との意見交換・質疑応答 

11月 6日（金） １７名 

 

 

3.塗膜剥離研究会 八戸 

  ・活動内容 

 内   容 活動期間 メンバー 

新 規 

鋼構造物の塗装剥離に関する塗膜

剥離法において、新たな手法の一つ

の電磁誘導加熱法のデメリット解

決研究会 

8月 1日 

～3月 31日 

㈲中ペン塗装店 

    中村 昭則 氏 

（地独）青森県産業技術セ

ンター八戸工業研究所 

    中居 久明 氏 

 

 

 

 

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

ました。 

 

 （１）監査会 

      日 時：令和２年５月１２日（火）１０：００～ 

      場 所：八戸インテリジェントプラザ ３階「研修室」 

      監 査：令和元年度事業報告について 

          令和元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 
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（２）第３０回理事会（決議省略） 

      日 時：令和２年５月２７日（水） 

      議 案：令和元年度事業報告の承認について 

          令和元年度決算書類の承認について 

          令和２年度定時評議員会の招集について 

 

（３）第２５回定時評議員会（決議省略） 

      日 時：令和２年６月１９日（金） 

      議 案：令和元年度決算書類の承認について 

          任期満了に伴う評議員の選任について 

          任期満了に伴う役員（理事・監事）の選任について 

      報告事項：令和元年度事業報告について 

 

 （４）第３１回理事会（決議省略） 

      日 時：令和２年７月２日 

      議 案：理事長・副理事長・専務理事の選定について 

 

（５）令和２年度八戸地域９市町担当課長への報告 

      日 時：令和２年７月３日（金） 

      報告内容：令和元年度事業報告及び決算資料 

           令和２年度事業計画及び予算資料 

           令和元年度出損金取崩額（決算）のお知らせ 

 

（６）第２６回臨時評議員会（決議省略） 

      日 時：令和２年１０月１６日（金） 

      議 案：補欠評議員の選任について 

 

 （７）第３２回理事会（決議省略） 

      日 時：令和２年１２月１８日（金） 

      議 案：公益財団法人八戸地域高度技術振興センター 

          就業規程の一部修正と追加について 

          公益財団法人八戸地域高度技術振興センター 

          在宅勤務規程の制定について 

 

 （８）第３３回理事会（決議省略） 

      日 時：令和３年１月２８日（木） 

      議 案：第２７回臨時評議員会招集の件 
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（９）第３４回理事会 

      日 時：令和３年３月２３日（火）１３：３０～ 

      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 案：令和３年度事業計画について 

          令和３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 

          公益財団法人八戸地域高度技術振興センター 

          事務局長の選任について 

      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２７回臨時評議員会（決議省略） 

      日 時：令和３年３月２５日（木） 

      議 案：令和３年度事業計画の承認について 

          令和３年度収支予算の承認について 

          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の承認について 

          役員（理事）の補欠選任について 

      報告事項：公益財団法人八戸地域高度技術振興センター 

           事務局長について 

資金調達及び設備投資の見込みについて 

 


