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公益財団法人 岩手県南技術研究センター
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事　業　名 内　　　　　　容

1.研究開発事業

(1)技術相談(窓口随時受入) ○

(2)試験・分析受託事業 ○

　　H25年度試験分析機器利用件数　　　 723件　　（H24年度　707件）

　　H25年度試験・分析件数（依頼分析） 133件　　（H24年度　 96件）

　　　　　　　計　　　　　　　　　　　856件　　（H24年度　803件）

(3)共同・受託研究開発事業 ○ 地域企業等との共同研究事業

*ホバークラフトの自動制御のためのソフト開発

*一関市新製品・新技術開発事業

　ソルトバス（塩浴炉）を用いた金型用異形断面バネの焼入条件の確立

*平成２５年度戦略的基盤技術高度化支援事業（継続事業）

　不燃透明複合材とそれを用いた照明カバーの製造技術の開発

(4)貸研究室整備・活用 ○ 「一関市研究開発プラザ」の管理運営

　指定管理者：平成22年4月1日～平成27年3月31日

　平成26年3月現在の入居者

　　A：メタロジェニクス　株式会社  B：農商工連携研究室

　　C：岩手大学　　　　　　　　　　D：株式会社大武・ルート工業

　　E：株式会社 遠山工業　　　　　 G：株式会社　東北ワンピース

　　H：株式会社　東邦テクノス　　　I：メタロジェニクス　株式会社

(5)機器整備 ○ 高速液体クロマトグラフ質量分析装置（LC-MS）

事業費22,995,000円（国庫補助金11,497,500円　一関市補助10,497,500円）

※経済産業省「平成25年度地域企業立地促進等共用施設整備費補助金」活用

2.ものづくり人材育成事業 ○ 一関市補助事業

① 分析技術基礎講座

　研修期間　平成25年6月8日～6月29日　　4コマ　受講者数15名

②分析技術応用講座

　研修期間　平成25年9月4日～2月22日

　・触針式表面粗さ測定器による測定方法 　    1コマ　受講者数5名

　・ICP-AESによる分析　　　　　　　　　　    1コマ　受講者数2名

　・顕微FT-IR分析装置による分析　　　　　　　1コマ　受講生数4名

　・SEM-EDXによる分析　　　　　　　　　　　　1コマ　受講生数6名

　・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ・ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡による観察 　1コマ　受講生数4名

　・蛍光X線分析装置（エネルギー分散型）

　　による分析　　　　　　　　　　　　　　 　1コマ　受講生数4名

　・高速液体クロマトグラフ質量分析装置

　　（LC-MS）紹介　 　　　　　　　　　　　 　1コマ　受講生数11名

　・高速液体クロマトグラフ質量分析装置

　　（LC-MS）紹介　 　　　　　　　　　　　 　1コマ　受講生数4名

③フライス・旋盤加工技術講座

　（１回目）平成25年5月11日～6月1日　　　　　4コマ　受講生数8名

　（２回目）平成25年11月30日～12月21日　 　　4コマ　受講生数8名

④金属材料基礎講座

　研修期間　平成25年7月20日～8月10日　　 　　3コマ　受講生数15名

平成25年度　公益財団法人岩手県南技術研究センター事業報告

技術相談を常時受入れ、当センター及び一関高専教員等で対応を行った。当センターで対

応が難しい案件については、他の公設試験機関等を紹介した。

企業の要請により試験・分析受託事業に取り組んだ。また、当センターの機器で対応がで

きない分野は、一関高専や公設の試験研究機関等を紹介した。

(1)一関市ものづくり人材育成事
業
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事　業　名 内　　　　　　容

⑤新素材講座

　研修期間　平成25年11月16日～11月30日　　 　2コマ　受講生数13名

⑥3次元構造解析技術者講座入門・中級・応用

　研修期間　平成25年8月29日～平成26年1月17日

　・ANSYS　紹介講座 　 　　　　　　　　　    1コマ　受講者数11名

　・ANSYS　入門・中級　　　　　　　　　　    2コマ　受講者数6名

　・ANSYS　応用講座　伝熱解析　　　　　　　　1コマ　受講生数5名

　・ANSYS　応用講座　動解析　　　　　　　　　1コマ　受講生数5名

　・ANSYS　応用講座　材料非線形　　　　　　　1コマ　受講生数4名

　・ANSYS　応用講座　接触解析　　　　　　　　1コマ　受講生数5名

⑦3D-CAD/CAM講座

　研修期間　平成26年1月14日～1月22日　　　　 4コマ　受講生数7名

(2)地域企業立地促進事業 ○ 東北経済産業局補助事業

① 環境分析技術研修

　研修期間　平成25年8月31日～10月5日

　・公害防止の技術と法規（水質編）　　　　 　3コマ　受講生数8名

　・公害防止の技術と法規（大気編）　　　　 　2コマ　受講生数6名

　・RoHS対策　　　　　　　　　　　　　　 　　2コマ　受講生数6名

○ 一関市委託

　一関市ものづくり産業人材育成支援事業　1名雇用

　雇用期間　平成25年4月15日～平成26年3月31日

① QC検定支援講座

　研修期間　平成25年7月5日～平成26年1月24日

　　・2級　　　　　　                        8コマ　受講者数15名

　　・3級（平日コース） 　　　　　　　　　　 3コマ　受講者数18名

　　・3級（土曜日コース） 　　　　　　　　　 3コマ　受講者数16名

　　・入門講座　　　　　　　　　　　　　　 　3コマ　受講者数14名

②一関市での品質管理検定実施

　　検定日　平成25年9月1日

　　受験者　482名

　　（内訳）

　　　・1級　 　6名

　　　・2級　　81名

　　　・3級 　303名

　　　・4級 　 92名

③ 普通旋盤資格取得支援講座

　研修期間　平成26年1月25日～3月1日 　　　 　5コマ　受講者数8名

(4)キッズ・サイエンス 開催日：平成25年8月3日

開催場所：岩手県南技術研究センター

テーマ「電気のふしぎ　～光る、鳴る、熱いだけじゃない電気の使われ方～」

講師：岩手県南技術研究センター　主任技師　手島　暢彦

参加者　親子併せて47名

(5)出前キッズ・サイエンス 開催日：平成25年11月2日

開催場所：千厩武道館

テーマ「粘土の不思議～透明になる粘土～」

講師：岩手県南技術研究センター　主任技師　手島　暢彦

参加者　親子併せて10名

(3)一関市重点分野雇用創出事
業
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事　業　名 内　　　　　　容

3.地域連携事業

○ 産学官イブニング研究交流会を開催

　4月から3月まで毎月第3水曜日を中心に開催　　計12回開催　参加者　延べ　641名

　①4月17日(第139回)　　名刺交換会

　②5月15日(第140回)　　講師：一関高専　物質化学工学科

　　　　　　　　　　　　　　　　助教　滝渡　幸治　氏

　③6月19日(第141回）　 講師：千住スプリンクラー㈱

　　　　　　　　　　　　　　　　取締役　岩手事業所長　菊池　光明　氏

　④7月17日(第142回)　　講師：㈱デジアイズ

 　　　　　　　　　　　　   　　執行役員　新規事業部　部長　大山　輝　氏

　⑤8月21日(第143回)　　講師：アズマプレコート㈱

　　　　　　　　　　　　　　　　一関工場長　小原　武　氏

　　　　　　　　　　　　　　　　営業部　課長　村上　貴史　氏

　⑥9月18日(第144回)　　講師：一関高専　機械工学科

　　　　　　　　　　　　　　　　教授　鈴木　明宏　氏

　⑦10月16日(第145回)　 講師：インテグラン㈱

　　　　　　　　　　　　　　　　常務取締役兼岩手工場長　加藤　裕二　氏

　⑧11月20日(第146回)　 講師：フュージョンナレッジ

　　　　　　　　　　　　　　　　代表　小泉　誠二　氏

　　　　　　　　　　　　　　　　※　一関市企業ネットワーク推進事業と併催

　⑨12月18日(第147回)　 講師：㈱大昌電子

　　　　　　　　　　　　　　　  技術本部 岩手技術部 部長 千葉　利広　氏

　⑩1月22日(第148回)　  講師：武藤工業(株)

　　　　　　　　　　　　　　  　国内営業部 東北営業所  吉田 謙 氏

　⑪2月19日(第149回)　  講師：㈱産業タイムズ社　代表取締役社長　泉谷　渉 氏

　　　　　　　　　　　　　　 　※第８回企業情報交換会と併催

　⑫3月19日(第150回)　  講師：アイシン精機㈱顧問

　　　　　　 　　　　　　　　 岩手県自動車産業振興アドバイザー

　　　　　　　　　　　　　　　　奈倉　伸芳　氏

　　　　　　　　　　　　　 　 ㈱長島製作所

　　　　　　　　　　　　　　　　常務取締役　新宮　由紀子　氏

(2)地域企業情報ガイダンス ○ 地域企業情報ガイダンスを開催

　　参加企業による会社概要の説明

　　出展42社　来場者302名

(3)地域企業の連携強化 ○ 第８回企業情報交換会を開催

　　出展57社、4団体　来場者571名

　　講演「シェールガス革命はニッポンに追い風」

　　　　　～素材/IT/環境車/航空産業に一大インパクト～

　　講師：㈱産業タイムズ社　代表取締役社長　泉谷　渉　氏

(4)発明・特許等相談 ○ 発明・特許相談等の対応

①無料発明相談：平成25年度実績なし

(5)地域内発型産業の振興 ○ 機能性食品研究会に対する支援

　　機能性食品研究会を設立し事務局として支援を行った

　　研究会開催状況

　　　設立総会　平成25年9月19日　16名出席

　　　　組織の名称、規約の制定、役員選定、事業計画、予算等について協議

(1)産学官イブニング

　　研究交流会
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事　業　名 内　　　　　　容

　　　第２回機能性食品研究会　平成25年11月26日　16名出席

　　　　活動報告、統一ロゴについて、LC-MS装置の見学、その他

　　　第３回機能性食品研究会　平成26年2月12日　15名出席

　　　　　　　　主任主査　竹花　光弘

　　　　活動報告、統一ロゴマークについて、その他

4.情報提供促進事業

(1)ホームページ等の活用 ○ ホームページを通じて事業や行事等の紹介及び試験分析機器、研究成果等の紹介を行った

(2)県南技研だよりの発行 ○ 月1回発行　配布先：賛助会員・イブニング研究交流会出席企業・関係機関　他

○ 地域産業支援基金造成事業の推進及び賛助会員の募集を行った

(1)地域産業支援基金造成 　地域産業支援基金：平成25年度実績なし

(2)賛助会員募集 　賛助会員：25年度76社（24年度70社）

　退会1社：野村産業㈱様

　新規7社：（社福）ふじの実会様、㈱オヤマ様、㈱テクノアート様、

　　　　　 両磐インダストリアルプラザ様、インテグラン㈱様、山川電子㈲様、

　　　　　　㈱多摩スプリング様

6.会議関係

(1)理事会 ○ 第1回理事会（決議の省略）　　平成25年5月16日

第１号議題　評議員会の招集の件

○ 第2回理事会（定時会）　　平成25年6月3日

第２号議題　副理事長の選定の件

第３号議題　事務局長の任命の件

第４号議題　公益財団法人岩手県南技術研究センター規則制定の件

第５号議題　平成24年度事業報告承認の件

第６号議題　平成24年度収支決算承認の件

第７号議題　平成25年度事業計画承認の件

第８号議題　平成25年度予算承認の件

第９号議題　定時評議員会招集の件

第10号議題　公益財団法人岩手県南技術研究センター規程及び要綱制定の件

報告　　　　代表理事・業務執行理事の職務の執行状況の報告

○ 第3回理事会（定時会）　　平成26年3月17日

第11号議題　平成25年度補正予算（第1号）承認の件

第12号議題　公益財団法人岩手県南技術研究センター規則制定及び改正の件

第13号議題　公益財団法人岩手県南技術研究センター変更認定申請の件

第14号議題　平成26年度事業計画書及び収支予算書等承認の件

報告　　　　代表理事・業務執行理事の職務の執行状況の報告

(2)評議員会 ○ 第1回評議員会（決議の省略）　　平成25年5月23日

第１号議案　評議員選任の件

第２号議案　理事選任の件

5.地域産業支援基金造成、
　賛助会員の募集

　　　　講話「㈱鈴清食品の商品開発対応」
　　　　　講師　㈱鈴清食品　代表取締役　鈴木　達郎　氏

　　　　事例紹介「県内における取組事例の紹介」
　　　　　講師　岩手県県南広域振興局　経営企画部産業振興課食産業G
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事　業　名 内　　　　　　容

○ 第2回評議員会（定時会）　　平成25年6月28日

報告第１号　平成24年度事業報告について

第３号議題　平成24年度収支決算承認の件

報告第２号　平成25年度事業計画について

報告第３号　平成25年度予算について



平成 25 年度 収支決算 

公益財団法人 岩手県南技術研究センター 




















