平成２８年度

事 業 報 告 書

自

平成２８年４月

１日

至

平成２９年３月３１日

公益財団法人 庄内地域産業振興センター
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Ⅰ

公益目的事業

１ 企業経営力強化支援事業
１－１ 経営サポート・新事業支援事業
(１) 経営実践セミナーの開催
１)「ネットショップ開業集中講座」
ネットショップビジネスの開業を目指す方を対象に、戦略と成功の鉄則をゼロから
学べる講座を開催した。
・開催日：平成２８年８月２９日、９月５日、１２日、２０日、２７日、
１０月３日、１１日
・講 師：(資)そふと 代表社員 我孫子 勝広 氏
・参加者：１５名
２) 「やまがたネットショップフォーラム」
ネットショップ(ＥＣサイト)事業者を対象に、地方の中小・小規模事業者が取り組
むべき、インターネットを活用した通販やＷｅｂによる集客等の経営ノウハウについ
てのセミナーを開催した。
（共催：ヤマガタＷｅｂビジネス研究会）
【セッション１】
・実施日：平成２８年１０月２６日
・講 演：①「ネットショップ成功の鍵は強みを活かした自社ブランド確立にあり」
講 師：(株)イージー 代表取締役 岸本 栄司 氏
②｢ネットショップで始める地方中小企業の新たな価値創造」
講 師：竹虎(株)山岸竹材店 代表取締役 山岸 義浩 氏
・ﾄｰｸｾｯｼｮﾝ：｢価値創造×ネットショップ×地域創生｣
パネリスト：岸本 栄司 氏、山岸 義浩 氏
モデレーター：我孫子 勝広 氏（ﾔﾏｶﾞﾀ Web ビジネス研究会会長）
・参加者：６９名
【セッション２】
・実施日：平成２８年１２月２日
・講 演：①「直販・通販で売り上げを伸ばし続ける！」
講 師：寺坂農園(株) 代表取締役 寺坂 祐一 氏
・ﾄｰｸｾｯｼｮﾝ：｢農業×ネットショップ×地産外商｣
パネリスト：寺坂 祐一 氏
大湯 朋惠 氏（大湯ファーム）
佐藤 繁明 氏（いでは農産）
モデレーター：我孫子 勝広 氏（ﾔﾏｶﾞﾀ Web ビジネス研究会会長）
・参加者：６７名
３) 「Ｗｅｂ集客・デザイン活用 お悩み解決相談会」
インターネットを活用したビジネス、そして商品・サービス開発やブランドづく
り等に重要なデザインの活用について、ヤマガタ Web ビジネス研究会会員事業者が
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個別相談に応じ、課題解決のためのアドバイス等を行った。
（共催：ヤマガタＷｅｂビジネス研究会）
・実施日：平成２９年３月１４日
・相談員：〇ヤマガタＷｅｂビジネス研究会会員事業者
(資)そふと 代表 我孫子 勝広 氏（Web ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門事業者）
(資)アイレッツ 代表 今井 敏彦 氏（Web ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門事業者）
三浦雅浩デザイン室 代表 三浦 雅浩 氏（ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門事業者）
・件 数：７件
４) 「ヤマガタＷｅｂビジネス研究会」
ＥＣ(電子商取引)をはじめＷｅｂを活用した新しいビジネスモデルを創出する
コミュニティの場として設立した「ヤマガタＷｅｂビジネス研究会」において、専
門家によるセミナーの開催や自主勉強会活動の支援を行った。
・会 員：２５社
５）産業支援機関等連携推進事業の開催
産業支援機関・金融機関等との連携協力によるビジネスセミナーや相談会を共催
し、連携協力の特色を活かした企業支援を行った。
「世界で最も豊かで、かつ幸せな国、デンマークに学ぶ」講演会
・共 催：SHONAI20-50、鶴岡信用金庫
・開催日：平成２８年９月３０日
・参加者：３８名
「“ものづくり補助金”活用セミナー＆個別相談会」
・共 催：荘内銀行
・開催日：平成２８年１１月２２日
・参加者：セミナー ４７名、 個別相談会 １２社
「経営課題相談会」
・共 催：鶴岡信用金庫、山形県よろず支援拠点
・開催日：平成２９年３月２２日
・参加者：１２社
「海外販路開拓セミナー」
・共 催：鶴岡信用金庫
・開催日：平成２８年１０月１４日
・講 演：海外の最新ビジネス動向 ～注目を浴びる市場としてのベトナム～
・講 師：信金中央金庫海外業務支援部 小笠原 創一 氏
・参加者：１７名
「荘内銀行寄付講座・稼ぐ力を磨く！中小企業の経営実践講座」
・開催日：平成２８年８月２３日、９月２７日、１０月２７日、１１月２４日
・講 師：(有)小野寺事務所 代表取締役 小野寺 毅 氏
・参加者：１２名
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「支援機関コーディネーター研修会」
・共 催：鶴岡信用金庫、山形県よろず支援拠点
・開催日：平成２９年２月８日
・講 演：中小機構東北本部が展開するハンズオン支援事業について
講師：独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部
統轄プロジェクトマネジャー 川名 佐登志 氏
・事例紹介：山形県よろず支援拠点の支援事例紹介
山形県よろず支援拠点 シニアコーディネーター 大串 康喜 氏
(公財)山形県企業振興公社 経営支援部 部長 漆山 馨 氏
・参加者：３７名

(２）起業応援セミナー等の開催
鶴岡市の創業支援事業計画に基づく創業支援事業者として、当地域における創業促進
を図ることを目的に、起業講座を開催した。
１）起業応援セミナーの開催
当地域における創業・起業意識を喚起し、起業家の発掘、育成・支援を目的に、若
手起業家による起業への想いや独自のビジネスモデルや成長戦略についての講演と
トークセッションを開催した。
「マーケティングを学ぶ！起業応援セミナー」
・実施日：平成２８年９月２９日
・講 演：
「創業時に知っておきたいマーケティングのポイント！」
・講 師：東北公益文科大学 教授 平尾 清 氏
・参加者：２２名
「ネットショップ開業！起業応援セミナー」
・実施日：平成２８年１１月１０日
・講 演：
「モノを売る時代ではない！～商売の原点とは本質とは？～」
・講 師：㈱ピアリビング 代表取締役 室水 房子 氏
・トークセッション：
「起業で人生が変わる！」
ファシリテーター （資）そふと 代表社員 我孫子 勝広 氏
ゲスト
㈱ピアリビング 代表取締役 室水 房子 氏
・参加者：３６名

（３）改善指導アドバイザーによる製造業の生産改善相談・指導
１）生産改善をめざす地域製造業１社に対し、
「５Ｓ活動」の推進を支援した。
２）販売力強化・販路開拓の支援講座の開催
収益力向上のため新商品開発・販路開拓をめざす地域企業を対象に連続講座及び
個別企業訪問指導を行った。
「新規顧客開拓を成功させる」（全５回講座）
・開催日：平成２８年１０月１３日、１１月１０日、１２月８日、
平成２９年１月１２日、２月９日
・講 師：(株)リンケージＭ.Ｉコンサルティング 代表取締役 長谷川 博之
・参加者：１４名
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氏

「成功する新規顧客開拓！」（個別企業訪問指導）
・実施回数：３回
・実施日：平成２８年１２月６日、平成２９年１月３０日、３月１８日
・実施企業：１社
・講 師：(株)リンケージＭ.Ｉコンサルティング 代表取締役 長谷川 博之

氏

（４）地域企業による改善活動事例発表会の開催
各企業で日頃から取り組んでいる改善活動の事例発表を通じて、現場改善気運の醸成
と企業間交流を図る目的で開催した。
「第９回私のかいぜん発表会」
・実施日：平成２８年１１月１２日
・内 容：地域企業による「かいぜん活動」の事例発表、交流会（発表企業７社）
・参加者：２６４名（３８社）

１－２ 起業家育成施設入居事業者･創業予定者等への経営相談･助言
(１）起業家育成施設の入居状況（３月３１日現在）
〔入居事業者〕
貸室

Ａ

Ｂ

※平成２８年度の新規入居事業者２社
事業者名

代表者

業務内容

25

いでは堂

渡辺 智史

食のイベント企画・運営

㎡

ＨＡＹＡＳＡＫＡ
コーポレーション

早坂 良悦

設計・建設・不動産業

㈱ＷＡＫＡＺＥ

稲川 琢磨

日本酒委託製造・販売

㈱もがみや
訪問介護きんもくせい

冨樫 暢子

訪問介護事業

㈱メトセラ

岩宮 貴紘

ライフサイエンス

15
㎡

起業家育成のため、職員・コーディネーターが日頃から入居事業者とコミュニケーショ
ンを図り、それぞれの課題に対し側面的な支援を行っている。

（２）起業・ビジネス相談室の運営
起業・ビジネス相談室｢Ｂ-Ｓｕｐｐｏｒｔ｣において、｢創業・起業｣｢ものづくり革新｣
｢Ｗｅｂビジネス｣の各支援をはじめ、事業者の販路開拓・商品開発、新たな事業への挑
戦などの経営課題に対し、相談・助言サービスや販路開拓・ビジネスプラン作成支援な
ど、地域中小企業・小規模事業者の成長・発展をサポートした。
１）相談件数
・創業･起業支援
・ものづくり革新支援

具体的な事業構想を持ち、創業・起業をめざす方への支援
相談件数：１３２件
生産現場の改善・品質向上を図ろうとしている製造業への支援
相 談 件 数：８件（６社）
企業訪問件数：３２件（２９社）
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・Web ビジネス支援

ネットショップ開業や売上アップをめざす企業等への支援
相談件数：１４４件

２）いぶにんぐ創業相談会の開催
専門家よる月１回の夜間定例相談会を開催した。
・実施日：平成２８年８月３１日、９月２８日、１０月１７日、１１月２８日、
１２月１２日 計５日
・相談員：
（有）ティップス 取締役社長 尾形 恵子 氏
(株)日本政策金融公庫酒田支店 融資担当者
・参加者：合計２１名

（３）コワーキングスペース鶴岡「エキイチ」の開設
１）当地域における起業の促進を目的に、起業家やクリエーター、フリーランス等の
コミュニケーション・ネットワーク形成のオープンスペースとして、鶴岡市起業家
育成施設内にコワーキングスペースを開設し、利用者同士の交流・コラボなど、オ
ープンな環境での起業家育成の推進を図った。
・登録会員数：３８名
・総利用回数：１，０４１回(登録会員９９６回、ドロップイン４５回)
２）エキイチセミナーの開催
創業・起業時から必要な情報発信媒体のデザインや経理・会計の基礎知識、インタ
ーネット活用を分野別に一元的に習得できる講座をコワーキングスペース鶴岡「エキ
イチ」にて開催した。
「デザイン講座」
・実施日：平成２８年１１月２日、１６日、３０日
・講 師：三浦雅浩デザイン室 代表 三浦 雅浩
・参加者：１３名
「経理・会計講座」
・実施日：平成２８年１１月７日、１４日、２８日
・講 師：原田洋税理士事務所 代表・税理士 原田
・参加者：１４名

氏

洋

氏

「ネット活用講座」
・実施日：平成２８年１１月１７日、２４日、１２月１日
・講 師：
（資）そふと 代表社員・ワビタン 代表 我孫子
・参加者：１３名

勝広 氏

１－３ 企業間・産学交流連携促進事業
（１）経営戦略フォーラム等の開催
経営者の相互交流による経営革新・取引連携の促進を目的に、時勢に即したテーマ
による経営セミナーを実施した。

6

◎「あなたは、斎藤外市を知っていますか？」
～発明は、俺の命だ。俺の一つの病気だ。～
庄内が生んだ希代の発明王・斎藤外市の生涯に触れ、自らの創造と挑戦で企業経営
の活路を拓くヒントを探ることをテーマに、斎藤外市の功績に詳しい知識を持つ田中
尹氏に講演いただき、その後交流会を開催した。
・実施日：平成２８年７月２１日
・講 師：前・松岡機業株式会社 社長 田中 尹 氏
・参加者：３８名
◎「今さら聞けない！ 事業者にとっての“おカネ”の話」
～あなたは”おカネ“に好かれる人ですか？ 嫌われる人ですか？～
「財務管理」の専門家を講師に、“おカネ”に関して、事業者にとって何が肝要
なのか、どんな行動が必要なのかを財務戦略の視点から事例を交えて講演いただ
き、その後交流会を開催した。
・実施日：平成２９年３月１５日
・講 師：柳沼マネジメント・コンサルタント事務所 代表
（独法）中小企業基盤整備機構 東北本部 経営支援アドバイザー
柳沼 芳裕 氏
・参加者：３０名

（２）鶴岡ビジネスコミュニティ・サロン
・平成２８年 ７月２１日 講演会（経営戦略フォーラム共催）
・平成２８年１０月 ５日 講演会（トップマネジメントセミナー共催）
・平成２９年 ２月２０日 新年懇談会
２ 産業人材育成事業
２－１ ものづくり中核人材育成事業（鶴岡市産業人材育成支援事業）
（１）品質管理・生産改善研修の開催
品質の良い製品を安定的に生産するために有効な品質管理の手法や生産管理、製造
現場の改善等、生産性向上に関する講座を実施した。
１）「品質管理基礎講座」
・実施日：平成２８年７月２８日（6 時間）
・講 師：石原 道明 氏（元 ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング㈱）
・受講者：２０名
２）「品質管理中級講座」
・実施日：平成２８年８月２４日（6 時間）
・講 師：石原 道明 氏（元 ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング㈱）
・受講者：１２名
３）「なぜなぜ分析実践セミナー」
・実施日：平成２８年１０月２５日（6 時間）
・講 師：バリュー・プロダクツ 代表 三宮 直人 氏
・受講者：１０名
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４）「５Ｓ推進研修」
・実施日：平成２８年１０月２６日（6 時間）
・講 師：バリュー・プロダクツ 代表 三宮 直人 氏
・受講者：１３名
５）「ヒューマンエラー対策セミナー」
・実施日：平成２８年１１月２９日（6 時間）
・講 師：バリュー・プロダクツ 代表 三宮 直人 氏
・受講者：１７名

（２）３Ｄ-ＣＡＤ技術者研修の開催
ものづくりにおける設計・試作・検証工程の効率化と高度化に欠くことのできない
３Ｄ-ＣＡＤの技術者を育成する講座を実施した。
１）「３Ｄ-ＣＡＤモデリング講座」
・実施日：平成２８年８月２５日・２６日・９月１日・２日
・講 師：SolidWorks 認定トレーナー
・受講者：６名

全４日(30 時間)

２）「３Ｄ-ＣＡＤ高度設計講座」
・実施日：平成２８年９月８日・９日（14 時間）
・講 師：SolidWorks 認定トレーナー
・受講者：４名

２－２ 職業能力開発講座事業（鶴岡市産業人材育成支援事業）
（１）職業能力開発講座の開催
次世代の地域産業を支える人材の確保と育成を図り、地域における職業能力開発及
び経営人材の開発を目的に、職務・職種別及びビジネス実務、経営管理など、各種の
講座を開催した。
【階層別講座 （４講座）
】
１）「職場リーダー研修」
・実施日：平成２８年７月５日・６日（14 時間）
・講 師：(株)ひと組織研究所 代表取締役 田中 成子 氏
・受講者：３０名
２）「中堅社員研修」
・実施日：平成２８年９月８日・９日（14 時間）
・講 師：(株)ひと組織研究所 代表取締役 田中 成子 氏
・受講者：１２名
３）「管理者研修」
・実施日：平成２８年１０月５日・６日（14 時間）
・講 師：リーダーシップ・コンサルティング㈱ 代表取締役 西村 直哉 氏
・受講者：１０名
４）「若手社員ステップアップ研修」
・実施日：平成２８年１０月１８日・１９日（14 時間）
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・講 師：(株)ひと組織研究所 代表取締役 田中 成子 氏
・受講者：２２名
【職能別講座（２講座）
】
１）「シーケンス制御基礎講座」
・実施日：平成２８年１０月５日・１２日・１９日・２６日 全４日(8 時間)
・講 師：鶴岡工業高等専門学校 創造工学科 電気電子コース 准教授 保科 紳一郎 氏
同
教育研究技術支援センター 鈴木 大介 氏
・受講者：９名
２）「機械保全技能検定準備講座」
・実施日：平成２８年１１月１８日・１９日・２６日 全３日(18 時間)
・講 師：山形航空電子㈱ 松井 朗 氏（機械保全特級技能士）
・受講者：１９名
【ビジネス・スキルアップ講座（８講座）
】
１）「データベース入門」
・実施日：平成２８年６月６日～７月２７日 全１２日（30 時間)
・講 師：㈲マルチソフト 代表取締役 工藤 良男 氏
・受講者：１２名
２）「営業・セールス研修」
・実施日：平成２８年６月２１日・２２日（12 時間）
・講 師：カストマーズアイ 代表 中村 俊雄 氏
・受講者：６名
３）「交渉力向上研修」
・実施日：平成２８年７月２０日（6 時間)
・講 師：(株)日本マネジメント協会 會田 慶宏 氏
・受講者：１８名
４）「管理者・リーダーのためのメンタルヘルスセミナー」
・実施日：平成２８年８月５日（7 時間）
・講 師：(一社)新潟県労働衛生医学協会 常務理事 大西 金吾 氏
・受講者：８名
５）「ロジカル・コミュニケーション」
・実施日：平成２８年９月６日（7 時間）
・講 師：リーダーシップ・コンサルティング㈱ 代表取締役 西村 直哉 氏
・受講者：１０名
６）「ＯＪＴ研修」
・実施日：平成２８年９月１３日・１４日（13 時間）
・講 師：ＴＷＩトレーナー 鈴木 芳寛 氏
・受講者：１０名
７）「ＥＸＣＥＬマクロとＶＢＡプログラミング」
・実施日：平成２８年９月２６日～１１月１０日 全１２日(30 時間)
・講 師：㈲マルチソフト 代表取締役 工藤 良男 氏
・受講者：８名
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８）「入門！決算書の読み方使い方」
・実施日：平成２８年１１月１９日（7 時間）
・講 師：東北公益文科大学 助教 松尾 慎太郎 氏
・受講者：１２名

（２）企業研修助成事業
中小企業が主体的に行う人材育成の取組を支援し、地域における人材の育成と産業
の活性化を目的に、鶴岡市内の中小企業が研修を実施するための経費の一部を助成し
た。
◎助成事業社：金屋(株)、松文産業(株)鶴岡工場、(有)畑田鐵工所
（３）新社会人スタートセミナー等の開催
４月就職予定の高校３年生を対象に、企業の早期戦力となるために必要な知識やビ
ジネススキル習得のためのセミナーを開催した。また、就職活動を控えた高校２年生
向けに職業観の醸成と地域企業に対する就職志向の向上を目的とした職業紹介セミ
ナーを開催した。
１）「新社会人の基礎講座」
・実施日：１回目／平成２９年２月１３日、２回目／２月１４日（各 2.5 時間）
・講 師：㈱メルサ 専務取締役 鈴木 奈智子 氏（キャリアカウンセラー）
・受講者：１回目／５９名、２回目／８４名
２）「コミュニケーション・スキルアップ講座」
・実施日：平成２９年２月１４日（2.5 時間）
・講 師：ワークショップリーダー 今田 由美子 氏
・受講者：８２名
３）「実践的ビジネス・接客マナー講座」
・実施日：平成２９年２月１５日（2.5 時間）
・講 師：㈱荘内銀行 接遇インストラクター 須佐 恵美 氏
・受講者：９５名
４）「製造・生産現場の基礎講座」
・実施日：平成２９年２月１６日（2.5 時間）
・講 師：庄内地域産業振興センター 人材育成チーフマネージャー 蓬田 邦彦
・受講者：７２名
５）「しごとセミナー」
・実施日：平成２９年３月１４日（3.5 時間）
・内 容：高校２年生を対象とした職業説明会
地元の６業種（福祉、建設、宿泊、縫製、販売、製造）による“しごと講話”
対談：“わたし流｢SHONAI STYLE｣なしごと・くらし
・受講者：１５５名

３ 産学共同研究等促進支援事業
３－１ バイオクラスター形成促進事業（山形県バイオクラスター形成促進事業）
（１）産学官共同研究コーディネート活動の実施
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産学連携コーディネーターの配置・コーディネート活動
慶應義塾大学先端生命科学研究所(以下、「慶應先端研」)を中心とした学術研究
機関、公設試験研究機関等の情報の収集や連携の強化に努め、県内企業への訪問に
よりニーズや新商品開発等の情報収集、新技術や新製品開発、既存製品の高付加価
値化等を推進した。また企業と慶應先端研との更なる連携促進や共同研究体制の構
築を支援した。
・訪 問 し た 県 内 企 業：３１１社
・訪問した大学・公設試等：３１機関
・訪問した行政・支援団体：８３機関・団体

（２）共同研究シーズ事業化支援助成事業
１）バイオ技術事業化促進助成事業
慶應先端研との共同研究や、その成果を活用して事業化等に取組む県内企業等の公
募し、研究開発事業費の一部を助成金交付により支援した。
・公募期間：平成２８年４月２１日～５月１６日
・採択事業：１０件、助成金総額 １４，５００，０００円
【シーズ探索型

採択７件】
助成事業名

助成事業名

① メタボローム解析を使用した「熟
成こうじ納豆」の成分解析
② 山形県産オニグルミを用いた機能
性食品素材の開発
③ 果肉ソースの美味しさに寄与する
成分の解明・検証
④ メタボローム解析による長期熟成骨
付き生ハムの品質評価と製法の確立
⑤ 山形県産酒の「美味しさ」評価基準
の開発
新規魚介類調味料（魚醤）の開発：
⑥ メタボローム解析を活用した加
工・製法
メタボローム解析を活用した日本
⑦ 酒の醸造工程での検討と品質の高
度化
【事業化推進型 採択３件】
① マッシュルームの機能性解析と商
品開発
② 腸内環境評価事業に向けた日本人
腸内環境データベースの構築
③ 唾液検査の事業化に向けた大規模
検証とシステム開発
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㈱ゆきんこ
（米沢市）
三和油脂㈱
（天童市）
角田商事㈱
（寒河江市）
㈱東北ハム
（鶴岡市）
山形県酒造組合
(山形市)

助成金額
700,000 円
1,000,000 円
1,000,000 円
1,000,000 円
300,000 円

㈱みどりサービス
（酒田市）

500,000 円

冨士酒造㈱
（鶴岡市）

500,000 円

㈲舟形マッシュルーム
（舟形町）
㈱メタジェン
（鶴岡市）
㈱サリバテック
（鶴岡市）

2,000,000 円
5,000,000 円
2,500,000 円

２）バイオ関連産業成長促進助成事業
慶應先端研の研究成果を活用した新製品の販路拡大に取り組む県内企業や、事業拡
大のために研究者等を新たに雇用する県内企業に対し助成金交付により支援した。
・公募開始：平成２８年４月２１日
・採択事業：４件、助成金総額 ３，０００，０００円
【販路開拓型

採択３件】
助成事業名

助成事業名

① 国産農産物・加工品展示商談会出展事
業
② 豆乳・米麹による豆乳甘酒の販路開
拓
③ ESMO Asia2016 及び BioPharma
Asia2017 における企業展示
【雇用促進型

㈲舟形マッシュルーム
（舟形町）
㈱住吉屋食品
（寒河江市）
HMT㈱
（鶴岡市）

助成金額
1,000,000 円
300,000 円
1,500,000 円

採択１件】

学術・研究イベントを活用したバ
① イオインフォマティシャンのリク
ルート

㈱メタジェン
（鶴岡市）

200,000 円

３）研究会の運営
地域バイオマス資源の有効活用に向けた研究会の事業として、慶應先端研発のベン
チャー企業が事業化に向け取り組んでいる構造タンパク質製造の原料の候補となる
糖資源作物(テンサイ及びスイートソルガム)について、栽培の可能性を調査するため
試験栽培を行った。
○第１回地域バイオマス資源研究会
開催日時： 平成２８年 ４月２１日
開催場所： 庄内産業振興センター会議室
内
容： 糖資源作物の栽培検証実施計画について
参加人数： ２２人
○第２回地域バイオマス資源研究会
開催日時： 平成２８年１０月６日
開催場所： 鶴岡市先端研究産業支援センター会議室
内
容： 糖資源作物の生育等の現地調査
参加人数： ２４人
○第３回地域バイオマス資源研究会
開催日時： 平成２９年１月３１日
開催場所： 鶴岡市先端研究産業支援センター会議室
内
容： 糖資源作物の栽培検証結果について
参加人数： １７人
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（３）産学官研究交流会等の開催
バイオ研究成果を活用した産学官連携の取組を広め、県内企業と研究機関との新た
な共同研究プロジェクトの創出や企業と研究者との交流促進、県民の理解醸成等を目
的にセミナーを開催した。
１）研究交流会（１回）
[産学連携による新たな知の創出～バイオ産業を核として県内産業を育む～]
・実施日：平成２８年９月６日
・内 容：
講演１）
「日本再生は YAMAGATA から：慶應鶴岡キャンパスの最新成果」
慶應義塾大学先端生命科学研究所 所長 冨田 勝 氏
講演２）「茶色い宝石が切り拓く病気ゼロの社会」
㈱メタジェン 代表取締役 CEO
慶應義塾大学先端生命科学研究所特任准教授 福田 真嗣 氏
講演３）
「経営発展に必要な生産のあり方」
㈲舟形マッシュルーム 代表取締役 長澤 光芳 氏
・会 場：最上広域交流センター「ゆめりあ」
（新庄市）
・参加者：８７名
２）研究発表会（１回）
[やまがたバイオサイエンスセミナー]
・実施日：平成２９年２月１４日
・内 容：講演１）「庄内の未来」
慶應義塾大学先端生命科学研究所 所長 冨田 勝 氏
講演２）
「がん克服・共存を目指して」
国立がん研究センター・鶴岡連携研究拠点
チームリーダー 牧野嶋 秀樹 氏
講演３）
「サイエンスパーク開発について」
YAMAGATA DESIGN(株) 代表取締役 山中 大介 氏
◎慶応先端研の研究支援体制と研究紹介
◎バイオクラスター形成促進事業における共同研究事例発表
・会 場：鶴岡市先端研究産業支援センターレクチャーホール
・参加者：２５０名

（４）がんメタボローム研究推進支援事業
国立がん研究センターと慶應義塾大学先端生命科学研究所によるがんメタボローム
共同研究を推進するため、山形県及び鶴岡市の補助事業として、鶴岡市先端研究産業支
援センター内に研究室、動物飼育施設等の施設改修や研究機器備品等の整備を実施し、
国立がん研究センター・鶴岡連携研究拠点を設置した。また、事務局体制を整備すると
ともに、事業の推進主体となるがんメタボローム研究連携協議会や研究の進捗管理を行
うがんメタボローム研究推進委員会を設置した。併せて、国立がん研究センター、慶應
義塾大学先端生命科学研究所、当財団の三者による共同研究契約を締結し、肺がん生検
組織 50 検体のメタボローム解析を実施した。
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３－２ 産学官連携産業化推進事業
地元中小企業が新事業分野への進出を目指し、医療・介護機器及び周辺機器産業の
創出に取り組む「鶴岡メディカルビジネスネット」の各種活動をコーディネートし、
メディカルビジネスの事業化・産業化を支援した。
(１)オリジナル製品開発促進支援
主に地元の病院、介護施設からの要望に沿ってオリジナル製品開発に取り組み、
医療・福祉機器産業分野への参入を促進するとともに看護介護現場の現状改善に貢
献する開発を支援した。
(２)販路開拓、販売活動促進支援
県内外の医療・介護福祉施設の訪問による製品紹介や介護福祉団体の諸会議にお
いてミニ展示会を実施し、開発製品の販売活動を支援した。
(３)展示会への出展
国際モダンホスピタルショウ 2016(東京国際展示場「東京ビッグサイト」)及び
CareTEX 関西 2016(インテックス大阪)に出展した。
(４)試作開発支援
「鶴岡メディカルビジネスネット」に参加する県内企業３社に対し、オリジナル
製品の試作開発・改良等について助成を行った。

３－３ 戦略的基盤技術高度化支援事業における研究開発推進事業
国の補助金である戦略的基盤技術高度化支援事業補助金を活用し、小型・高性能の
コモンモードラインフィルタの開発や高速・高密度巻線システムなどの製造システム
の開発を行うことを目的に、研究開発及び事業化を図る地域企業、研究機関と共同体
を構成し、事業管理機関として研究開発の推進を支援した。
共同体：（株）ウエノ、グッドファーマー技研（株）、鶴岡工業高等専門学校
初年度交付補助金：４３，８１２千円

４

伝統工芸技術伝承・活用促進支援事業
４－１ 伝統工芸技術保存事業
地域伝統工芸のひとつである「竹塗り漆器」の振興と技術伝承のため、鶴岡竹塗り
同好会の研修活動を支援した。

４－２ 鶴岡お菓子まつり共催事業
「鶴岡お菓子まつり２０１６」を鶴岡菓子協同組合と共催した。
・開催日：平成２８年１０月２９日（於：マリカ市民ホール）
・内 容：鶴岡の銘菓展示販売、お菓子づくり体験・講習会、工芸菓子展
・入場者：約２，０００人
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他

Ⅱ

収益事業

１

施設管理運営事業
指定管理者として利用者の利便性と窓口サービスの向上等を心がけ、施設の効率的な管理運
営を行った。

〇庄内産業振興センター施設利用状況（マリカ西館：市民ホール等、マリカ東館：研修室等）
マ リ カ 西館

施設別
月別

Ⅲ

ホール

大会議室

マ リ カ 東館

小会議室 1

小会議室 2

展示室

研修室 1

研修室 2

研修室 3

合計
研修室 4

和 室

4月

7

13

1

2

7

8

11

5

12

1

67

5月

5

12

2

0

4

6

12

7

14

2

64

6月

11

9

6

1

3

9

12

12

12

1

76

7月

16

16

15

7

4

16

19

17

20

5

135

8月

10

13

4

0

2

21

14

10

19

4

97

9月

4

9

5

0

2

14

12

20

17

3

86

10 月

11

16

12

4

7

20

24

19

32

4

149

11 月

13

15

7

5

8

21

18

16

18

3

124

12 月

10

9

7

1

4

6

9

9

11

1

67

1月

11

6

2

4

5

8

10

8

10

0

64

2月

16

20

9

8

11

17

19

15

16

2

133

3月

10

10

6

3

12

17

21

14

16

3

112

合計

124

148

76

35

69

163

181

152

197

29

1,174

法人運営事業

１ 理事会・評議員会の開催状況
公益財団法人庄内地域産業振興センター定款第 19 条及び第 37 条に基づき、理事長が招
集した理事会及び評議員会は次のとおりであり、それぞれ承認を得た。
１）理事会

第 1 回定時理事会
議第１号 平成 27 年度 事業報告及び収支決算の承認
平成 28 年 5 月 30 日
について
出席理事 5 名 議第２号 平成 28 年度 事業計画の変更及び収支予算
出席監事 2 名
補正の承認について
議第３号 平成 28 年度 定時評議員会の招集について
第 1 回臨時理事会
議第 1 号 平成 28 年度 事業計画の変更及び収支予算
平成 28 年 10 月 7 日
補正の承認について
出席理事 5 名
出席監事 2 名
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第 2 回定時理事会
議第１号 平成 29 年度 事業計画書及び収支予算書の
平成 29 年 3 月 27 日
承認について
出席理事 4 名 議第２号 給与規程の一部改正について
出席監事 2 名 議第３号 評議員会に提出する理事候補者名簿につ
いて
議第４号 評議員会に提出する評議員候補者名簿に
ついて
２）評議員会

第 1 回臨時評議員会
平成 28 年 4 月 1 日
決議の省略

議第１号 評議員の選任について

定時評議員会
議第１号 平成 27 年度 事業報告について
平成 28 年 6 月 22 日 議第２号 平成 27 年度 収支決算の承認について
出席評議員 ７名 議第３号 平成 28 年度 事業計画並びに収支予算の報
告について
議第４号 平成 28 年度 事業計画の変更及び収支予算
補正の報告につい
第 2 回臨時評議員会 議第１号 理事の選任について
平成 29 年 3 月 27 日 議第２号 評議員の選任について
決議の省略
３）監事監査

２ 平成２８年度

平成 28 年 5 月 24 日 平成 27 年度 事業報告書・決算報告書の監査業務

評議員及び理事・監事の異動
就 任

評議員

辞

任

役

職

名

林田 光祐

夏賀

元康

山形大学農学部長

髙橋 幸司

加藤

靖

鶴岡高専校長

本間

孝

鶴岡市農協代表理事組合長

理

事

異動なし

監

事

異動なし

３ 事業推進懇談会の開催
地域に密着した産業支援機関として、地域産業における現状や課題を踏まえ、当財団事業
に対する地域ニーズを把握し、企業ニーズを的確に捉えた支援事業を展開していく事を目的
に、事業推進懇談会を開催した。
･実 施 日：平成２８年１０月１７日
･会
場：庄内産業振興センター 研修室
･出席委員：１１名
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４ 平成２８年度

職員体制

課 長 ２名

法人運営事業

（総務･企画担当）

内１名鶴岡市へ
研修派遣

【公１】
企業経営力強化支援事業

【公３】
産学共同研究等促進
支援事業

理 事 長

・創業・施設管理担当 主事

１名

(鶴岡商工会議所より研修派遣)

・経営相談員
・コワーキングスペース担当

１名
４名

・人材育成生産改善ﾁｰﾌﾏﾈｰｼﾞｬｰ １名
(オリエンタルモーターより出向)
（兼務）

（戦略的基盤技術高度化支援事業）

（事務局長
事務取扱）

【公４】
伝統工芸技術等伝承活用
促進支援事業
【収１】
施設管理運営事業

・施設管理担当

・創業・施設管理担当 主事 １名（兼務）
(鶴岡商工会議所より研修派遣)

・施設管理担当

主 査 １名
（研修担当）

【公２】
産業人材育成事業

【公３】
産学共同研究等促進
支援事業
（ﾊﾞｲｵｸﾗｽﾀｰ形成促進事業）
（産学官連携産業化推進事業）

事務長

【公３】
産学共同研究等促進
支援事業
（ﾊﾞｲｵｸﾗｽﾀｰ形成促進事業）
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１名（兼務）

１名

・人材育成生産改善ﾁｰﾌﾏﾈｰｼﾞｬｰ １名
(オリエンタルモーターより出向)

・経営相談員

・ﾊﾞｲｵｸﾗｽﾀｰ形成促進担当
・ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ産業化推進担当

１名（兼務）

６名
２名

「がんメタボローム研究推進支援事業」
・事務主任 （鶴岡市より派遣）
１名
・事務員
１名

