平成２７年度 事業報告書
Ⅰ．事業内容
１．北陸地域の産業の活性化に関する調査、研究事業

【継続事業１】

(1)「北陸地域における中小企業の雇用」に関する調査及び研究＜自主調査＞
わが国では、少子高齢化に伴う労働人口減少が進行し、人手不足に関連する問題が顕在化
してくるようになり、北陸地域においても、同様の傾向が見られるようになってきている。
このような状況の下、当財団では、北陸地域の雇用問題は喫緊の課題であると認識し、中
小企業の雇用の現状、人材確保、人材育成等に焦点を当てた調査研究に取り組むこととした。
特に、今回は、これまであまり調査のなされていない求職側、つまり中小製造業のニーズ
が高い若手人材である新規大卒者の意識にスポットを当て、中小製造業の求人活動、戦略等
について調査、分析を行い、北陸地域の中堅・中小企業における雇用の人材確保および人材
育成の一助となるよう報告書をとりまとめた。
【実施概要】
①文献調査…各種統計や既存の調査結果から、北陸地域の中小企業の雇用を取り巻く状
況等について概観。
②事例調査（インタビュー調査）…新規大卒者を継続的に採用している企業、就職活動
を経験した大学生および北陸地域の中小製造業に就職した若手社員、地元中小企業へ
の就職状況および就職支援の取組等について大学等に対しそれぞれ調査。
③検討委員会…上記の調査結果を基に検討を重ね、報告書を取りまとめた。
【調査結果】
企業側の新規大卒者の採用に関する現状と若手人材側（大学生・若手社員）の就職に対
する意識や考え方を把握。若手人材の意識と採用側である中小企業の意識にギャップがあ
るなどが判明し、人材確保に向けた課題について一定の整理をすることができた。
調査では、北陸地域の学生は、「地元志向」が強い傾向にあり、就職先の決定に際して
は働き方や経営方針も重視していることがうかがわれた。一方、地元中小企業の多くは、
大学との接点をもつなど学生に直接情報を提供できる機会を活かせていない。これらのこ
とから、提言として「情報のミスマッチの解消」「企業内での採用活動の体制強化」「地
元大学と連携した出会いの充実強化」等を示した。
検討委員会
回

開催日

開催場所

第１回

平成２７年 ８月２０日(木)

金沢市 金沢都ホテル

第２回

平成２７年１１月１６日(月)

金沢市 金沢都ホテル

第３回

平成２８年 １月 ８日(金)

金沢市 金沢都ホテル
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(2)「北陸地域における産業観光の現状と課題」に関する調査及び研究＜自主調査＞
待望の北陸新幹線が開業し、北陸三県においては県をはじめ各自治体、経済団体、各種
関係団体が効果を最大化するための各種活動を行っている。産業観光においても、三県の
経済団体が中心となり、各県の産業遺産や産業施設の受入態勢等について活発な議論が交
わされている。
本調査研究は、北陸において産業観光に取り組む企業の状況および全国・北陸において
成果を上げている事例の調査を通じて、北陸の産業観光を推進し、地域産業さらには地域
経済全体をより発展させていくために「企業として」「地域として」今後どのような取り
組みが必要かを検討、提言するものである。
＜報告書の概要＞
北陸における産業観光の期待と可能性、産業観光実施施設の現状・課題、課題解決の方
向性についてデータ収集及びアンケートによる調査整理を行い、それらを踏まえて今後の
北陸における産業観光推進方策を企業レベル、地域レベルで提案する。
＜北陸産業観光の課題＞
①個々の産業観光施設、受け入れ企業が必ずしも十分に対応しきれていない。
②北陸に潜在的に存在する産業観光の要素・素材が十分に「資源化」されていない。
③産業観光資源が十分に商品化されていない。
④広域的、組織的に推進する仕組みが必ずしも十分に整っていない。
以上のようなことを踏まえ、北陸の産業観光推進に向けた方向性として次のようなこと
が挙げられる。
＜まとめ＞
①産業観光に取り組む企業の課題解決を通じて対応力を高める。
②企業による産業観光への参入を促し、潜在化している産業観光資源の開拓と充実を図る。
③産業観光推進に向けた取り組みを広域的に、地域ぐるみで進める。
検討委員会
回

開催日

開催場所

第１回

平成２７年 ８月１９日(水)

金沢市 金沢都ホテル

第２回

平成２７年１０月２２日(木)

金沢市 金沢都ホテル

第３回

平成２７年１２月２４日(木)

金沢市 金沢都ホテル

第４回

平成２８年 ２月１２日(金)

金沢市 金沢都ホテル
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２．北陸地域の産業の活性化に関するプロジェクトに必要なコンサルティング及び支援
事業

【継続事業２】

(1) 産・学・官との連携と支援活動
Ａ．サステナブルテクノロジーセミナー

当財団では、昨年度より、北陸地域において持続可能な社会を実現するための技術を見
出し、企業や大学の研究者に広く情報を提供し実用化を後押しすることを目的に、サステ
ナブルテクノロジーセミナーを立ち上げた。今年度は、未利用エネルギーの一つである地
中熱・地下水熱を取り上げた。
【第２回サステナブルテクノロジーセミナー】
「地中熱・地下水熱利用の現状と課題～今後の事業化・普及促進に向けて～」
〔開 催 日〕

平成２７年１２月１７日（木）

〔開催場所〕 金沢市 金沢都ホテル
〔参加者数〕 ８９名
〔第１部：基調講演〕
「地域に根ざす地中熱技術－強みを活かし繋ぐ開発実用の現状と今後」
福井地中熱利用研究会 会長兼福井大学産学官連携本部
客員教授 宮本重信 氏
〔第２部：事例紹介〕
「電力半減を切り口にしたダントツの生産改革」
コマツ粟津工場 生産技術部管理課 主幹 戸井良広 氏
〔第３部：研究紹介〕
「土のヒートパイプ現象を利用した地表－地中間の熱輸送装置」
石川県立大学 環境科学科 農地環境学研究室 准教授 百瀬年彦 氏
「ヒートパイプＢＡＣＨによる未利用熱活用の可能性」
－浅層地中熱やボイラ廃熱利用融雪の紹介－
福井大学 大学院工学研究科 機械工学専攻 教授 永井二郎 氏
「富山県での地下水熱利用の現状」
富山大学 理工学研究部 地球生命環境科学専攻 教授 上田 晃 氏
〔交 流 会〕
Ｂ．次世代ロボット研究会

北陸の産業集積を活かし、北陸三県の大学・企業が有するロボット関連の知識・技術を
結集させ、産業活性化を図ることを目的に、当財団と北陸経済連合会が事務局となり、平
成２３年９月に「次世代ロボット研究会・北陸」を発足し、活動を進めている。今年度の
活動は以下のとおりである。
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a.平成２７年度第１回次世代ロボット研究会・北陸
原子力発電所で万が一災害が発生した場合の緊急時における災害ロボットの活用に
ついて説明を受けた後、ロボットのデモンストレーションやその他の訓練設備等を見
学した。
〔開 催 日〕 平成２７年８月３１日（月）
〔開催場所〕 敦賀市 日本原子力発電㈱ 原子力緊急事態支援センター
〔参 加 者〕 ４０名
b.平成２７年度第２回次世代ロボット研究会・北陸
アクティブリンク株式会社田中一成福井支社長及び浅野克久主席技師を迎え、パワ
ーアシストスーツの技術概要や動向に関する講演会を開催した。
〔開 催 日〕 平成２７年１２月１７日（木）
〔開催場所〕 金沢市 金沢商工会議所
〔講

演〕 ・
「パワーアシストスーツの動向」
アクティブリンク㈱ 福井支社支社長 田中一成 氏
・
「パワーアシストスーツＡＷＮ-０３の技術概要」
アクティブリンク㈱ 主席技師 浅野克久 氏
・パワーアシストスーツ装着体験

〔参 加 者〕 ４９名
c.平成２７年度第３回次世代ロボット研究会・北陸
研究会メンバーの研究・開発状況等の報告の後、トヨタ自動車株式会社パートナー
ロボット部玉置章文部長が、トヨタパートナーロボットの取組状況や実用化に向けた
課題について講演された。講演後の交流会では、講師、研究会メンバー、参加者同士
で活発な意見交換が行われた。
〔開 催 日〕 平成２８年３月１０日（木）
〔開催場所〕 金沢市 金沢都ホテル
〔講

演〕 「ロボットと暮らす社会にむけて」
～トヨタ・パートナーロボットの開発状況～
トヨタ自動車㈱ パートナーロボット部 部長 玉置章文 氏

〔参 加 者〕 ７９名
〔交 流 会〕
Ｃ．講演会「インダストリー4.0 および IoT の最新動向と展望」

北陸経済連合会イノベーション推進事業部と共催で、㈱野村総合研究所上席専門スタッ
フ足立興治氏と三菱電機㈱名古屋製作所主管技師長河田 薫氏をお招きし、IoT に関する講
演会を開催した。
足立氏は、現在、ドイツで取り組まれ「第４次産業革命」ともいわれている「インダス
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トリー4.0」の状況について、取り組みに至る経済構造やドイツの先進企業の取り組みにつ
いて、また、河田氏は、三菱電機㈱のＩＣＴを活用した生産技術について講演された。
〔開 催 日〕 平成２７年５月２５日（月）
〔開催場所〕 富山市 富山県民会館
〔参 加 者〕 １１５名
〔講

演〕 「次世代製造業の新しい潮流－ドイツの取り組みを踏まえながら－」
㈱野村総合研究所 新会社設立準備室
上席専門スタッフ 足立興治 氏
「e-F@ctory モノづくりの将来像と FA 統合ソリューション」
三菱電機㈱名古屋製作所 e-F@ctory 推進プロジェクトグループ
主管技師長 河田 薫 氏

Ｄ．講演会「革新的ＩＴ企業のイノベーション戦略と日本のイノベーションの行方」

北陸経済連合会イノベーション推進事業部と共催で、世界平和研究所主任研究員雨宮寛
二氏をお招きし、ＩＴ産業を代表する革新的な企業イノベーション戦略に関する講演会を
開催した。
雨宮氏は、アップル、グーグル等の世界的な大企業のイノベーション戦略の現況につい
て講演された。
〔開 催 日〕 平成２８年３月２４日（木）
〔開催場所〕 金沢市 金沢都ホテル
〔参 加 者〕 ５８名
〔講

演〕「革新的ＩＴ企業のイノベーション戦略と日本のイノベーションの行方」
公益財団法人世界平和研究所 主任研究員 雨宮寛二 氏

Ｅ．研究会との連携

旧「北陸ものづくり創生協議会」のメンバーが継続している４研究会（ほくりく環境・
バイオマス研究会など）と共同事業等を実施した。
【北陸産業活性化フォーラム】
「基調講演」および４研究会のメンバーによる「異分野連携交流会」を実施した。
〔開 催 日〕 平成２７年１１月２０日（金）
〔開催場所〕 金沢市 金沢都ホテル
〔主

催〕 一般財団法人北陸産業活性化センター

〔共

催〕 ＮＰＯ法人北陸ライフケアクラスター研究会、北陸マイクロナノプロセ
ス研究会、ほくりく先端複合材研究会、ほくりく環境・バイオマス研究
会

〔参 加 者〕 ７３名
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＜基調講演＞
〔演

題〕
「マッチングビジネスがもたらす地域産業の活性化」
リンカーズ㈱ 代表取締役 Founder＆CEO 前田佳宏 氏

＜異分野連携交流会＞
〔出展社数〕 ２６企業・団体
各研究会の活動のＰＲの場として、また異分野の業種が情報交換等を
行う場として交流会を開催した。各研究会のメンバー・団体がブース出
展し、事業活動や製品について紹介を行ったほか、各参加者が情報交換
などを行った。
(2) 国等の事業の支援
国、地方自治体、国立研究開発法人、大学法人、経済団体、地域団体等が主催または実
行委員会を組織して実施する事業で北陸地域の経済・産業の活性化に寄与する事業につい
て、共催、後援、協賛等の支援を実施した。
Ａ．北陸技術交流テクノフェア〔共催〕

当財団の概要や「Ｒ＆Ｄ推進・研究助成事業」の概要と平成２５年度採択件名の研究成果
及び「北陸ライフサイエンスクラスター」事業を紹介した。
〔開 催 日〕

平成２７年１０月８日（木）～９日（金）

〔開催場所〕 福井市 福井県産業会館
〔主催団体〕 技術交流テクノフェア実行委員会
Ｂ．Matching HUB Kanazawa 2015 Autumn 〔協賛〕
〔開 催 日〕 平成２７年１１月１６日（月）～１７日（火）
〔開催場所〕 金沢市 ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢
〔主催団体〕 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学産学連携本部産学官連携総合
推進センター
公益財団法人北陸先端科学技術大学院大学支援財団
独立行政法人中小企業基盤整備機構北陸本部
国立研究開発法人産業技術総合研究所中部センター
Ｃ．ビジネス・サミット 2015～北陸新幹線開業！「食」と「観光」の大商談会～〔後援〕

〔開 催 日〕

平成２７年６月３日（水）

〔開催場所〕 富山市 テクノホール富山産業展示館
〔主催団体〕 北陸銀行、大垣共立銀行
Ｄ．2015 年産業技術総合研究所中部センターオープンラボ〔後援〕

〔開 催 日〕

平成２７年６月２３日（火）～２４日（水）

〔開催場所〕 名古屋市 産業技術総合研究所 中部センター
〔主催団体〕 国立研究開発法人産業技術総合研究所中部センター
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Ｅ．しんきんビジネスフェア「北陸ビジネス街道 2015」〔後援〕
〔開 催 日〕

平成２７年１０月２２日（木）

〔開催場所〕 金沢市 石川県産業展示館 ４号館
〔主催団体〕 一般社団法人北陸地区信用金庫協会
Ｆ．第１０回企業＆ＮＰＯ協働アイデアコンテスト〔後援〕

〔開 催 日〕

平成２７年１１月１９日（木）

〔開催場所〕 名古屋市 名古屋商工会議所ビル
〔主催団体〕 公益財団法人中部圏社会経済研究所
Ｇ．2016 年産業技術総合研究所中部センター研究講演会〔後援〕
〔開 催 日〕 平成２８年３月１日（火）
〔開催場所〕 名古屋市 愛知県産業労働センター
〔主催団体〕 国立研究開発法人産業技術総合研究所中部センター
(3) 技術アドバイス・コーディネート活動
当財団の産学官連携コーディネータが、産・学・官のマッチングを通じて課題を解決
し、新規の成果に結びつけるべく活動を行った。企業、大学、自治体等から依頼を受け
た案件については適切な相手先を紹介、またこれらを訪問し自ら発掘した技術シーズ・
ニーズについては関心を持ちそうな相手先に提案を行った。当財団のＲ＆Ｄ推進・研究
助成に採択されたテーマのフォロー活動も行った。
コーディネート活動

件数

新規訪問件数

４４件

依頼件数・提案件数

２８件

マッチング成立

１２件

さらなる進展あり

８件
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具体的内容・成果

産学６件、産産５件、産官１件
具体的成果に向け進行中

３．文部科学省補助事業:地域イノベーション戦略支援プログラム【継続事業３】
(1）「北陸ライフサイエンスクラスター」事業
文部科学省の地域イノベーション戦略支援プログラム（国際競争力強化地域）
「健やかな
少子高齢化社会の構築をリードする北陸ライフサイエンスクラスター」は３年度目を迎え、
招へい研究者の研究開発が加速され、論文投稿、学会発表等が活発に行われ、事業化に向
けた試作品等の作成・評価も基本計画書に沿って順調に進んできている。
当財団は総合調整機関として、プロジェクトディレクター（ＰＤ）
、統括コーディネータ、
地域連携コーディネータ（ＣＤ）等が、各参画機関との連絡を密にし、研究開発の進捗管
理、事業化に向けた情報収集・提供、競争的外部資金の獲得に向けた活動を実施した。
事業年度の３年目にあたり、
「地域イノベーション戦略推進地域」、
「地域イノベーション
戦略支援プログラム」の中間評価が実施され、北陸ライフサイエンスクラスターは総合評
価“Ａ”と高い評価を受けた。
Ａ．地域イノベーション戦略の中核を担う研究者の集積

「がん・生活習慣病」
、
「認知症」、「広汎性発達障害」といった疾病に関して、予防から診
断、治療を行う先進技術を確立するため、大学や企業から以下の９テーマについて研究者
を招へいして研究開発を展開するとともに、５年継続事業の中間年度に差し掛かかるので、
出口である事業化の見通しを明確にし、確実な事業化を目指し、研究者受入れ大学研究室
の代表研究者、招へい研究者他関係者、プロジェクトディレクター、統括・地域連携コー
ディネータ等により活動を行なった。
〔研究テーマ〕
・新規 TLR リガンドを活用した自然免疫増強剤及び炎症抑制剤の開発
・生活習慣病の重症度を診断するメタボリックチップ開発に向けた基盤研究
・生活習慣病の発症・進展における新規ターゲットとしての Toxic AGEs（TAGE）の関
与とその阻止
・健康長寿社会の実現に向けた革新的デバイスを用いたチップ型ナノバイオ計測シス
テムの創成
・チタンの微細加工ならびに異なるチタン接合技術による生体適合性のよい外科用イ
ンプラントの作製
・陽子線癌治療における高度な照射法に対応した検証技術の開発
・ナトリウム利尿ペプチドを用いる新たな癌治療戦略
・代謝工学を用いた抗炎症剤の開発
・抗原特異的な抗体産生細胞新規同定法の開発とその応用
〔ラボミーティングの開催〕
招へい研究者の研究室を訪問しラボ・ミーティングを開催し、事業化へ向けた知的財産
権の管理、パートナー企業とのマッチング状況、大学ＴＬＯ・産学連携機関との連携状況
等における課題及び進捗の把握を行い、ゴールへ向けた支援を行なった。
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〔事業化へ向けたアドバイス〕
①特に平成２７年度は、文部科学省の中間評価の実施に備えて、中間評価への資料提出
前に外部評価委員会を開催し、活動内容に対する評価とアドバイスを行なった。
②国際技術動向調査ユニット委員２名（医療機器及び知的財産権の専門家）によるアド
バイスを行なった。
〔海外向け情報発信〕
事業化に向け研究テーマ毎にその概要を英文で作成し、北陸ライフサイエンスクラス
ターホームページを活用し、海外向け情報発信を行なった。
Ｂ．大学等の知のネットワークの構築

ライフサイエンスクラスター形成に向け、強力なネットワークの構築を目指し、研究開
発の推進と進捗管理、競争的外部資金の獲得、事業化展開、情報発信等々の活動を、富山
県、石川県、福井県の各県及び県支援機関の担当者と連携を行いながら事業を推進した。
特に、知のネットワークを構築するため、本事業がターゲットとしている「広汎性発達
障害」
、
「認知症」
、
「がん・生活習慣病」についての地域内の研究者、研究機関、関連企業、
さらには企業や研究室を訪問して収集した技術シーズ等についてテクノマップ（データベ
ース）を作成した。
〔競争的外部資金の獲得〕
競争的外部資金の獲得支援を行い、下記の研究開発資金等を獲得した。
・経済産業省 「戦略的基盤技術高度化支援事業」
・経済産業省 「健康寿命支援事業延伸産業創出推進事業」
・経済産業省中小企業庁 「小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業支援」
・国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）「革新的バイオ医薬品創出基盤技術開
発事業」
・総務省 「戦略的情報通信研究開発推進事業 地域 ICT 振興型研究開発」
・一般財団法人北陸産業活性化センター 「Ｒ＆Ｄ推進・研究助成」
・いしかわ次世代産業創造ファンド 「次世代産業創造支援事業（ライフサイエンス）」
・公益財団法人富山県新世紀産業機構
「産学官連携推進事業」
「農商工連携 とやま新事業創造基金 農商工連携ファンド助成事業」
「高機能素材・ライフサイエンス産学官連携戦略研究事業」
「ものづくり研究開発・雇用創造支援事業」
「ヘルスケア産業創出研究開発支援事業」 等々
〔展示会出展等によるマーケティング〕
北陸ライフサイエンスクラスターの事業概要を広く紹介し、情報交換を行い、連携、
交流を推進するため、展示会に出展した。
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a.富山県ものづくり総合見本市 2015 に出展
〔開 催 日〕

平成２７年４月２３日（木）～２５日（土）

〔開催場所〕 富山市 富山産業展示館、富山市体育文化センター
b.ビジネス創造フェアいしかわ 2015 に出展
〔開 催 日〕

平成２７年５月１４日（木）～１６日（土）

〔開催場所〕 金沢市 石川県産業展示館
c.第２回みやぎ医療機器創生産学官金連携フェアに出展
〔開 催 日〕 平成２７年７月２日（木）
〔開催場所〕 仙台市 ＡＥＲ(アエル)
d.北陸技術交流テクノフェアに出展
〔開 催 日〕 平成２７年１０月８日（木）～９日（金）
〔開催場所〕 福井市 福井県産業会館
e.ＢｉｏＪａｐａｎ２０１５に出展支援
〔開 催 日〕 平成２７年１０月１４日（水）～１６日（金）
〔開催場所〕 横浜市 パシフィコ横浜
f.Matching HUB Kanazawa 2015 Autumn に出展
〔開 催 日〕 平成２７年１１月１６日（月）～１７日（火）
〔開催場所〕 金沢市 ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢
g.第２回メディカルメッセに出展
〔開 催 日〕 平成２８年２月３日（水）～４日（木）
〔開催場所〕 名古屋市 名古屋市中小企業振興会館
〔医療機器〕
①石川県臨床工学技士会との医療機器開発・改良に係るニーズ発表会を行なった。
②北陸ライフサイエンスクラスター主催による第６回シンポジウムを開催し情報提供等
を行なった。
〔医薬品（機能性食品含む）〕
①北陸ライフサイエンスクラスター主催による第５回シンポジウムを開催し、平成 27 年
４月から始まった機能性食品の表示に関する情報提供等を行なった。
②福井県が産地の果実植物「なつめ」を用いた機能性食品を創出するため「北陸なつめ
研究会」が設立され、この研究会の活動支援を行なった。
〔医療〕
地域の大学を中心に実施されている認知症プロジェクト、がんプロジェクト、脳（COI）
プロジェクト、北陸臨床試験支援センター等との連携によるテクノマップの充実化及びテ
クノマップ活用による、新たな研究開発課題の発掘、産学官金共同開発プロジェクトの立
上げ及び競争的外部資金獲得の支援等を行なった。
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〔健康産業〕
北陸ライフケアシステム研究会（北陸３県の看護系大学が参加し平成 26 年度から活動
中）において、地域からの技術シーズ創出と事業創出等に取組んだ。
〔経済産業省との連携〕
経済産業省中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局事業の「北陸地域ライフサイエンス
産業創出支援事業」との連携により、コーディネート活動及び地域企業の状況等について
情報共有を行なった。
〔北陸産業競争力強化戦略に係る活動〕
漢方薬産業の活性化を目指し、富山大学と富山県の薬用作物研究に係る意見交換の場を
設け、富山県産の薬用作物の実用化について情報共有等を行なった。
〔海外調査、情報収集、情報発信〕
国際競争力強化を目指し、韓国で開催の国際会議への参加、展示会への出展支援及び、
米国シリコンバレーの調査を行った。
a.第１６回北陸（日本）
・韓国経済交流会議
北陸経済連合会、北陸AJEC（北陸環日本海経済交流促進協議会）等が主催した、北
陸(日本)・韓国経済交流会議が韓国の蔚山で開催され、会議の開催に併せ北陸ライフ
サイエンスクラスターでは、「ライフサイエンスクラスター交流団」を組織し、原州
医療機器テクノバレー、大邱慶北先端医療複合団地の視察、情報交換を行った。
北陸・韓国経済交流会議の複合医療専門分科会では、「なつめの需要拡大と付加価
値向上を目指した機能性研究―なつめ研究会の挑戦―」の演題で発表を行った。
〔訪 問 日〕 平成２７年８月２５日（火）～８月２９日（土）
〔第１６回北陸（日本）
・韓国経済交流会議〕８月２８日（金）ロッテホテル蔚山
全体会議、複合医療専門分科会
〔ライフサイエンスクラスター交流団〕北陸ライフサイエンスクラスター、知と医療
機器創生宮城県エリア等 11 名
〔訪 問 先〕 原州医療機器テクノバレー 大邱慶北先端医療複合団地
b.韓国江原道「江原医療機器展示会（GMES2015）
」
海外との連携の一環として韓国江原道市で開催の国際医療機器展示会への出展支
援を行い、情報収集と市場調査を行った。
〔訪 問 日〕 平成２７年９月６日（日）～１０日（木）
〔訪 問 先〕 韓国 原州医療機器総会支援センター
〔出

展〕 ライフケア技研株式会社
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c.アメリカ シリコンバレー調査
先進地域として医療産業の現況とスタートアップ企業の支援機関であるアクセラレ
ータ・インキュベータ等の調査及び北陸ライフサイエンスクラスターの開発技術や商
品の米国への輸出に向けた連携先の調査を行った。
〔訪 問 日〕 平成２７年１２月７日（月）～１３日（日）
〔訪 問 先〕 Plug and Play、Nest GSV、 San Jose Biocube、 B-Bridge、 Rainbow
Bioscience 等
〔会議、シンポジウム等の開催〕
事業推進に係る協議を行う会議やライフサイエンス分野の技術情報発信を行うシンポジ
ウムを開催した。
a.北陸ライフサイエンスクラスター推進協議会
平成２７年度の活動状況報告を行うとともに、平成２８年度の事業計画概要につい
て説明し、了承を受けた。
〔開 催 日〕 平成２８年２月２５日（木）
〔開催場所〕 金沢市 金沢都ホテル
b.外部評価委員会
平成２７年度の活動計画、実施状況、研究成果の実用化について評価を受けるとと
もに、中間評価、事業化等に向けたコメント、アドバイスを得た。
〔開 催 日〕 平成２７年８月３１日（月）
〔開催場所〕 金沢市 金沢都ホテル
c.国際技術動向調査ユニット
国際技術動向調査ユニット委員である医療機器及び知財の専門家より、医療機器分
野における事業化とマーケティング、バイオ医薬品等の研究開発と事業化における特
許戦略のアドバイスを受けた。
第１回 〔開 催 日〕 平成２７年１０月１５日（木）～１６日（金）
〔開催場所〕 富山市 インテックタワー
〔専 門 家〕 公益財団法人医療機器センター 医療機器産業研究所
上級研究員 日吉和彦 氏
〔内

容〕 ４社の意見交換・アドバイス

第２回 〔開 催 日〕 平成２７年１１月９日（月）～１０日（火）
〔開催場所〕 富山市 富山大学、射水市 富山県立大学
〔専 門 家〕 特許業務法人特許事務所サイクス 代表社員 塩澤寿夫 氏
〔内

容〕 大学等の研究者に対する知財戦略、国際化等の意見交換・ア
ドバイス

d.第５回北陸ライフサイエンスクラスターシンポジウム
「機能性食品・健康食品産業の成長戦略」
～新たな食品の機能性表示制度にどのように対応するか～
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〔開 催 日〕 平成２７年６月２日（火）
〔開催場所〕 福井市 福井県国際交流会館
〔参 加 者〕 約８０名
e.石川県臨床工学技士会ニーズ発表会
〔開 催 日〕

平成２７年８月２０日（木）

〔開催場所〕

金沢市 石川県立中央病院

〔参 加 者〕

約５０名

f.第６回北陸ライフサイエンスクラスターシンポジウム
「北陸発医療機器の創製を目指して
～整形外科分野の最前線と、新規参入の先進事例に学ぶ」
〔開 催 日〕

平成２７年１１月１９日（木）

〔開催場所〕

金沢市 金沢ニューグランドホテル

〔参 加 者〕

約６５名

〔他地域等との連携推進〕
知と医療機器創生宮城県エリア、けいはんな学研都市ヘルスケア事業、さっぽろヘルス
イノベーション‘Ｓｍａｒｔ－Ｈ’
、次世代産業の核となるスーパーモジュール供給拠点
（長野地域）等と意見交換・情報交換を行い、事業推進に取り組んだ。
Ｃ．地域における人材育成の取り組み

地域連携コーディネータが中心となり、大学及び公設試験機関等との連携のもとに人材育成
プログラム４件を作成し、セミナー等は地域資金により大学・関係機関が主催し行った。
a.健康食市場展開セミナー
〔開 催 日〕 平成２７年７月８日（水）
〔開催場所〕 金沢市 金沢商工会議所 ２階 大会議室
〔主

催〕 一般社団法人石川県食品協会、石川県

b.若手エンジニアステップアップセミナー
≪機能性食品の基礎と実際を学ぶ≫６回シリーズ
〔開 催 日〕 平成２７年９月２日（水）～平成２７年１０月１４日（水）
〔開催場所〕 射水市 富山県立大学
〔主

催〕 富山県立大学

c.バイオ人材育成トレーニングコース（機能性食品の品質試験の実際を学ぶ）
〔開 催 日〕 平成２７年１０月２２日（水）～平成２７年１０月２３日（木）
〔開催場所〕 射水市 富山県立大学
〔主

催〕

富山県バイオ産業振興協会

d.機能性食品・健康食品開発者向け人材育成講座
〔開 催 日〕

平成２７年１１月５日（木）

〔開催場所〕

金沢市 石川県地場産業振興センター 本館３階第３研修室
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〔主催団体〕

一般社団法人石川県食品協会

〔共

一般財団法人北陸産業活性化センター、石川県立大学

催〕

Ｄ．研究設備・機器等の共用化

北陸地域の大学、公設試験機関等のライフサイエンス分野で設置されている共用設備に
ついて、従来の 7 機関２８機種に、新たに富山県薬事研究所の２機材を追加し、ホームペ
ージにおいて広く紹介した。
Ｅ．事業の支援

中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局、大学等が主催するセミナー等で、北陸ライフ
サイエンスクラスター事業目的に沿う事業について北陸ライフサイエンスクラスター推進
協議会で後援等の支援を行った。
a.医療機器分野 知的財産ワークショップｉｎ北陸
〔開 催 日〕 平成２７年１０月２９日（木）
、１１月１２日（木）
、１１月２４ 日（火）
〔開催場所〕 金沢市 ホテル金沢
〔主

催〕 中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局

b.医学研究シーズ・医療現場ニーズ発表会
〔開 催 日〕 平成２７年１２月９日（水）
〔開催場所〕 富山市 富山大学附属病院 総合臨床教育センター
〔主

催〕 中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局

c.医療関連産業参入セミナーｉｎ金沢
第１回〔開 催 日〕 平成２７年１２月７日（月）
〔開催場所〕 金沢市 金沢大学附属病院ＣＰＤセンター
〔主

催〕 中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局

第２回〔開 催 日〕 平成２８年１月７日（木）
〔開催場所〕 金沢市 金沢大学附属病院ＣＰＤセンター
〔主

催〕 中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局

第３回〔開 催 日〕 平成２８年１月２７日（水）
〔開催場所〕 金沢市 石川県地場産業振興センター
〔主

催〕 中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局

d.ライフサイエンスセミナーｉｎ福井
〔開 催 日〕 平成２８年３月３日（木）
〔開催場所〕 福井市 福井市地域交流プラザ
〔主

催〕 中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局

e.なかじまプロジェクト市民公開講座
〔開 催 日〕 平成２８年３月６日（日）
〔開催場所〕 七尾市 サンライフプラザ
〔主

催〕 金沢大学医薬保健研究域医学系 脳老化・神経病態学
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f.医工連携事業化セミナーｉｎ富山
〔開 催 日〕 平成２８年１月１９日（火）
〔開催場所〕 富山市 富山県民共生センター サンフォルテ
〔主

催〕 中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局
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４．北陸地域の産業の活性化に関する研究に対する助成（Ｒ＆Ｄ推進･研究助成）事業
【継続事業５】
企業・大学等の研究機関から、①エネルギー・②環境・③ものづくり・④製造技術・⑤地
域活性化の５分野で案件を募集し、審査委員会にて厳正に審査し、助成対象者を決定した。
交付決定通知書交付式では、併せて研究助成成果発表会を開催した。
＜審査委員会＞
〔開 催 日〕 平成２７年７月３日（金）
〔開催場所〕 金沢市 金沢都ホテル
〔委

員〕 委員長 都築明博 国立研究開発法人産業技術総合研究所中部センター
産学官連携コーディネータほか３名

(1) 応募件数と助成決定結果
応募件数

助成件数

助成金額

４２件

７件

18,080 千円

(2) 研究テーマと助成対象者
研究テーマ

申請者

自己再生型バイオリファイナリ技術を用いた

金沢大学理工研究域機械工学類

地域の熱・電力循環プロジェクト

榎本 啓士

血流動態を見える化することで皮膚癌・乳癌

富山高等専門学校

の診断と再生皮膚の定着度を識別できる

電子情報工学科

in-vivo バイオイメージング新技術の創出

秋口 俊輔

北陸産オオムギの湿害回避を目指したイメー

福井県立大学

ジング質量分析による効果的なアブシシン酸

生物資源学部植物環境学分野

の投与方法の研究

塩野 克宏

ＤＣ－ＤＣ充電システムとＢＭＳを内蔵した

アールアンドスポーツディベロ

小型車載用充電システムの開発及び試作

ップメント㈱

次世代診断システム開発を目指した修飾タン

富山大学大学院理工学研究部（工

パク質特異的モノクローナル抗体の作製

学）黒澤 信幸

地域特産なつめの普及を目指した健康機能性

福井県立大学生物資源学部

に関する研究

川畑 球一

シリコン基板を用いた新規高性能不揮発メモ

金沢大学理工学域電子情報学類

リの開発

森本 章治
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助成金
（千円）
3,000

1,600

3,000

3,000
2,980
3,000
1,500

＜交付決定通知書交付式・研究助成成果発表会＞
〔開 催 日〕

平成２７年７月２８日（火）

〔開催場所〕 金沢市 金沢都ホテル
〔成果発表〕 平成２３～２４年度採択
発表テーマ

発表者

「福井県立大学育成の小麦新品種“福井県大３号”を用い 福井県立大学
た地産地消ラーメンによる地域活性化」
「高出力テラヘルツ波光源（ジャイロトロン）の開発」

村井 耕二 氏
福井大学
出原 敏孝 氏

「人工関節置換術における術中インプラント設置角測定 金沢大学附属病院整形外科
デバイスの開発」

楫野 良知 氏

また、平成２５年度の採択分について、成果報告を会報に掲載し、北陸技術交流テクノフ
ェアで、成果報告のパネルを展示した。
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５．北陸地域の産業活性化のための普及啓発事業

【継続事業６】

(1) 講演会・セミナー等の開催
Ａ．産業活性化と地方創生に関する講演会

北陸地域の産業界においては、雇用の確保が重要な課題として取り上げられるもので
あり、若者や女性そしてシニア層に至るまでの活用が急務とされる。そこで、国内外に
おける企業情報に詳しい講師を招請し、北陸地域の産業界や経済界の今後の成長戦略の
道筋や方向性を見出すべく、大阪市立大学同窓会北陸支部との共催で講演会を開催した。
〔開 催 日〕

平成２７年９月６日（日）

〔開催場所〕 金沢市 金沢都ホテル
〔共催団体〕 大阪市立大学同窓会北陸支部
〔後援団体〕 北陸経済連合会、北陸環日本海経済交流促進協議会、
大阪市立大学同窓会
〔参 加 者〕
〔講

８７名

演〕 「若者・女性・シニア層の活躍による産業活性化と地方創生」
＜講師＞ シンクタンク・ソフィアバンク 代表 藤沢久美 氏

Ｂ．平成２６年度調査・研究事業報告会

a.「北陸地域の製造業における中小企業の現状と課題」
調査・研究の実施内容について、㈱日本経済研究所

常務執行役員

佐藤淳氏が報

告を行い、次いで本調査事業の委員会委員長である東北学院大学経営学部

教授

折

橋伸哉氏が、ものづくり中小企業の競争力構築と持続可能性について講演した。
〔開 催 日〕

平成２７年６月２日（火）

〔開催場所〕

金沢市 金沢都ホテル

〔参 加 者〕

５０名

〔第１部：調査報告〕
株式会社日本経済研究所 常務執行役員 佐藤 淳 氏
〔第２部：基調講演〕
「ものづくり中小企業の競争力構築と持続可能性」
＜講師＞

東北学院大学 経営学部 教授 折橋伸哉 氏

b.「北陸地域における農業分野の今後の方向性」
北陸地域農業の今後の方向性として、主に企業（異業種経営体）と農業の連携や協
働に関し提言を行うこととし調査を実施した。北陸地域の今後の農業の方向性と企業
が農業事業に参画するにあたりヒントとなるよう調査報告会を開催した。
〔開 催 日〕

平成２７年６月８日（月）

〔開催場所〕 金沢市 金沢都ホテル
〔参 加 者〕

６０名
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〔第１部：調査報告〕
株式会社日本経済研究所 常務執行役員 佐藤 淳 氏
〔第２部：基調講演〕
「北陸地域における今後の農業の展開方向について」
＜講師＞

東北大学大学院 農学研究科 教授 伊藤房雄 氏

〔第３部：パネルディスカッション〕
＜パネリスト＞ ㈱日本政策投資銀行北陸支店 企画調査課長 新井洋司 氏
東北大学大学院 農学研究科 教授 伊藤房雄 氏
福井県 農林水産部 技幹 酒井智吉 氏
㈱ぶった農産 代表取締役社長 佛田利弘 氏
元㈱福光屋 常務取締役 梁井 宏 氏
(2) 技術シーズ(研究成果)の発表会の開催
・産業技術総合研究所「技術普及講演会」
北陸地域の産業の高度化や新産業の創出等の支援活動として、産業技術総合研究所中部
センターの講師を招き同所のシーズを紹介した。 今回は、産学官マッチングイベント
「Matching HUB Kanazawa 2015 Autumn」での関係機関セミナーとして開催した。
〔開 催 日〕

平成２７年１１月１７日（火）

〔開催場所〕 金沢市 ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢
〔共催団体〕 国立研究開発法人産業技術総合研究所中部センター
〔参 加 者〕

９９名

〔発表テーマ〕
＜講師：産業技術総合研究所＞
・無機機能材料研究部門における研究開発活動と技術シーズの紹介
・IoT を巡る国内外の動向
・製造のロボット化に関する知能システム研究部門の取り組み
・マイクロ波プロセスで導く CFRP の高速成形
(3) 情報提供事業
Ａ．会報の発行

会報９４号（平成２７年７月）、９５号（平成２７年１１月）、９６号（平成２８年
３月）を発行し、関係先に配布した。
Ｂ．ホームページによる情報発信

当財団のホームページを随時更新し、各種情報のタイムリーな提供を実施した。
・講演会、セミナーの開催案内
・Ｒ＆Ｄ推進・研究助成事業の募集案内
・事業計画書、会報誌の掲載 ほか
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Ｃ．パンフレットの発行
当財団の概要や事業などを紹介したパンフレットを作成し、周知活動に使用した。

６．連絡会議等の開催
(1) 連絡会議
当財団の事業活動と意を同じくする全国の産業活性化センター及び地域技術センターと、
それぞれの地域事情や共通課題の解決に向けて、意見交換や交流を図った。
Ａ．第４３回全国産業活性化センター連絡会議

〔開 催 日〕

平成２７年９月１７日（木）～１８日（金）

〔開催場所〕 北海道 小樽市
Ｂ．全国地域技術センター連絡協議会

第１回

〔開 催 日〕 平成２７年７月１０日（金）
〔開催場所〕

第２回

東京都 霞山会館

〔開 催 日〕 平成２７年１１月１２日（木）～１３日（金）
〔開催場所〕

岡山県 津山市

Ｃ．第１４回北陸・中部産業活性化センター連絡会議

〔開 催 日〕

平成２７年１２月１１日（金）

〔視察場所〕 愛知県豊田市 とよたエコフルタウン
〔開催場所〕 名古屋市 公益財団法人中部圏社会経済研究所
(2) 賛助会員企業・団体連絡会
賛助会員企業・団体との情報交換を密に行うために、管理部門及び総務部門の代表の皆様
に対し、事業計画や事業予算及び主要実施業務を説明し、当財団に対する理解と指導・支援
を求めた。
〔開 催 日〕

平成２７年４月２３日（木）

〔開催場所〕

金沢市 金沢都ホテル

〔出席会員企業〕 １４社
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Ⅱ．総務事項
１．理事会の開催
（1） 第１５回理事会
〔開催日〕 平成２７年６月８日（月）
〔場

所〕 ホテル日航金沢

〔出席者〕 理事８名、監事２名
〔議

案〕 第１号議案

平成２６年度事業報告書（案）について

第２号議案

平成２６年度財務諸表（案）及び監査報告書について

第３号議案

平成２６年度公益目的支出計画実施報告書（案）及び監査
報告書について

第４号議案

理事及び監事の選任（案）について

第５号議案

平成２７年度第１４回評議員会の開催（案）について

（2） 第１６回理事会 (書面決議)
〔提案事項〕議案 代表理事１名、専務理事１名、常務理事兼事務局長１名選定（案）
について
提案された上記事項について平成２７年６月２６日（金）に書面決議に
より当該提案を可決する旨の決議があったものとみなされた。
（3） 第１７回理事会
〔開催日〕 平成２８年３月１５日（火）
〔場

所〕 金沢都ホテル

〔出席者〕 理事８名、監事１名
〔議

案〕 第１号議案

平成２８年度事業計画書（案）について

第２号議案

平成２８年度収支予算（案）について

第３号議案

特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針（案）、特
定個人情報等取扱規程（案）」について

第４号議案

第１５回評議員会の開催（案）について

２．評議員会の開催
（1）第１４回評議員会
〔開催日〕 平成２７年６月２４日（水）
〔場

所〕 ホテル日航金沢

〔出席者〕 評議員５名
〔議

案〕 第１号議案 平成２６年度財務諸表（案）及び監査報告書について
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第２号議案

平成２６年度公益目的支出計画実施報告書（案）及び監査
報告書について

第３号議案

評議員の選任（案）について

第４号議案

理事及び監事の選任（案）について

（2） 第１５回評議員会
〔開催日〕 平成２８年３月２４日（木）
〔場

所〕 金沢都ホテル

〔出席者〕 評議員６名
〔議

案〕 第１号議案「平成２８年度 事業計画書(案)」について
第２号議案「平成２８年度 収支予算(案)」について
第３号議案「評議員１名の辞任に伴う交代評議員の選任(案)」について

３．業務及び財産状況の検査
平成２７年５月２６日 監事監査
４．登記事項
平成２７年７月７日

一般財団法人変更登記及び印鑑届 理事・監事及び代表理事並び
に評議員の変更

５. 内閣府への認可申請・届出事項
平成２７年６月３０日 公益目的支出計画実施報告書
平成２７年 7 月２４日 公益目的支出計画等変更届出書（代表理事の変更）
平成２８年１月２２日 公益目的支出計画修正書

６．労働基準監督署届出事項
平成２７年６月２２日 就業規則変更届（私有車通勤要則）
平成２７年７月 ６日 時間外労働・休日労働に関する協定届
平成２８年３月２３日 就業規則変更届（職員・嘱託管理職員・嘱託職員就業規則、給与
規程、退職金規程、表彰規程、懲戒規程、私有車通勤要則、秘密
情報保持規程、特定個人情報等取扱規程
以 上
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【附属明細書】
｢一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則｣に規定する事業報告内容を補足する重要
な事項はありません。

以 上
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