
 

西九州テクノコンソーシアム 

平成２４年度事業報告について 

 

Ⅰ．技術振興事業報告について 

（１）技術相談会の実施について 

 ①各機関との連携による技術相談等 

  長崎県産業労働部各関係課（振興課、技術課、人材課）、（財）長崎県産業振興財団、佐世保市

産業支援センター、佐世保商工会議所、佐世保情報産業プラザ等と連携し、技術相談、支援事

業の情報提供、セミナー開催案内等を実施 

（ＮＴＣのＨＰのイベントスケジュール参照）                

 

②定例的な技術相談日 

  7 月 2７日（金）、 8 月 22 日（水）、 9 月１９日（水）、 

 10 月 24 日（水）、11 月 21 日（水）、12 月 19 日（水） 

1 月１７日（水）、2 月２０日（水）、３月２２日（金） 

※平成 24年 6月佐世保高専地域共同テクノセンターに産学官連携コーディネーター（岩永 充三特

命教授）が配置され、佐世保高専教員を中心に、各機関との連携を図りながら、技術相談、共同（受

託）研究等が実施された。 

※技術相談・共同（受託）研究等の内容（多種分野における相談回数１３回） 

（①ＬＥＤ照明器具制御、②病院のにおい消臭関係、③バイオマスプラスチック、④非常用電源制御

回路、⑤木炭利用・臭い分析、⑥ロボットシリンダー制御・ＰＬＣ利用バルブ制御、⑦次世代ＥＶ小

型自動車関係、⑧金属疲労、⑨健康住まいのＩＲ関係、⑩ジャンボタニシを活用した農業への活用、

⑪遮光ネットの特性、⑫金属の成分分析） 

 

（２）技術研究会（交流会）・講演会・パネル展示会等の実施について 

①「ものづくり現場改善セミナー」について（佐世保市産業支援センターとの共催） 

    日時；平成２４年５月９日（水）１３：３０～１６：３０ 

    場所；佐世保高専 多目的教室 

講演；①『現場力を経営へ』 奥 雅春氏（smart-ＦＯＡ研究会 代表） 

東京大学 MMRC（ものづくり経営研究センター） 特任研究員 

②『ＦＯＡ事例紹介とＦＯＡシステムについて』 

③『クラウドモデルを使ったＦＯＡデモンストレーション』 

吉澤 隆司氏（smart-ＦＯＡ研究会 副代表）㈱日立製作所 FOA推進センター長  

    参加者；46名（産２８名、学６名、官 8名、学生 4名） 

    開会挨拶           セミナー          セミナー実践 

           

 

 

 

 

 



 

※セミナーに引き続き、佐世保市産業支援センターにより「佐世保ものづくり現場改善研修」が

各企業を訪問（５社）し、現場での改善指導を中心に８月～10月に実施されている 

   平成２５年度も継続して実施される予定。今後、その成果をもって佐世保市内企業の参加希望

企業への情報提供を行い、佐世保地域のものづくり現場改善につなげる計画です。また、場合

によってはＮＴＣに研究会の設置を考慮する。 

 

   ②中国との交流会について（厦門経済技術交流研究会、佐世保市、佐世保高専学術交流会と連携） 

   日時；平成２４年７月１８日（木） １４：００～１６：００ 

   場所；佐世保高専大会議室 

   参加者；（企業２、厦門学生８、高専学生４、官３、厦門教員１、高専教員６、通訳２） 

   ※日本で働く場合の条件、中国学生の日本での働く意欲等活発な意見交換があった。 

    厦門国際交流紹介       質疑応答（企業）  質疑応答（厦門学生）  質疑応答（高専学生） 

     

 

 

 

 

なお、１０月実施の佐世保高専学生の厦門理工学院との交流事業に合わせて、 

厦門経済技術交流研究会との合同での中国視察は尖閣諸島問題等で中止となった。 

 

  ③環境分野講演会、技術シーズ発表会、パネル展示会の開催 （各機関との共催・後援） 

日時；平成２４年９月２８日（金） １３：００～１７：３０ 

    場所；佐世保高専 視聴覚室（附属図書館２階） 

    参加者；５８名（産１９、官１４、学２４、民１） 

◎環境分野講演会（１３：１０～１５：１５） 

    基調講演１「環境ビジネスと国際化について」 

講師；鶴田 暁氏（環境テクノス（株）代表取締役） 

    基調講演２「環境に関する今までの業務経験から見えてくること」  

講師 来崎 良輝氏（西部環境調査（株）調査部調査課課長補佐） 

        会長挨拶          基調講演１          基調講演２ 

                                  

 

 

 

 

   ◎企業紹介（３社）（１５：３０～１６：４０） 

    環境リサイクルエネルギー（株）   （株）イネックス         門田建設（株） 

 

 

 

 



 

   ◎技術シーズ発表（６機関、８件）（１６：４０～１７：３０） 

 

 

 

 

 

   ◎パネル展示会も同時に佐世保高専 附属図書館１階フロアで開催され、参加企業４、関係機

関５の掲示を行なった。（１３：００～１７：４０） 

     

 

 

 

 

 

◎ 環境分野講演会・企業紹介・技術シーズ発表終了後に交流会を実施。今回は佐世保高専で実

施した関係上、コーヒータイム(アルコールなし)で実施した。参加者２８名 

 

  ④組込技術コミュニティ（ＮＥＴ－Ｃ研究会）について 

4 月 17 日(火)、5 月 22 日(火)、6 月 19 日(火)、7 月 24 日(火)、8 月 21 日(火)、9 月 25 日(火)、

10月 23日(火)、11月 20日(火)、12月 18日(火)、1月 24 日(木)、2月 28日(木)、3月 26日(火) 

17：00～、毎月１回の例会を佐世保情報産業プラザで開催されています。 

      ※ご参加希望の方は佐世保情報産業プラザ 梶原所長へご連絡ください。 

 

平成２５年２月２８日 

「第１回 NET-C Raspberry Pi 研」 

 

 

◎西九州組込みコミュニティ５周年記念事業「組込ソフト開発ワークショップ・セミナー」開催 

日時： 平成２５年 １月２４日（木）１３時３０分～１７時００分 

場所： 佐世保情報産業プラザ 大会議室、 参加者；３０名 

     ＮＴＣ会長挨拶            講演 「組込み向け軽量Ｒuby の開発と事例紹介」 

 

 

 

 

 

 

 

  事例紹介１．組込みプログラミング教育と開発環境の現状」   ２．「組込みシステムとＮＦＣ活用研究 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

全員参加型パネルディスカッション         交流会 

 

 

 

 

 

 

 

⑤佐世保高専地域企業説明会について 

日時；平成２４年１２月１８日（火） １３：２０～１６：５０ 

    場所；佐世保高専 大講義室(企業紹介２分スピーチ)、第一体育館（企業相談会） 

    参加者；３４社   （詳細はⅡの（２）の②を参照） 

 

 ⑥佐世保商工会議所工業部会との技術研究交流会について 

    日時：平成２５年２月１３日（水）、１５：００～１７：３０        

場所：佐世保商工会議所 大会議室、中会議室(３階) 

参加者；２６名（企業６社、関係機関２０名） 

      会長挨拶              工業部会長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

  企業概要説明（大阪鋼管、湯川王冠、日本理工医学研究所、宮本電機） 

 

 

 

 

 

 

各機関紹介（長崎大学、佐世保高専、佐世保高等技術専門校、工業技術センター、窯業業技術センター 

佐世保市） 

 

 

 

 

 

 

◎交流会(意見交換会)（１７：３０～１９：００）参加者２４名 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ⑦福祉機器研究会の開催について（長崎県工業技術センターとの連携） 

   日時：平成２５年２月１５日（金）１４：００～１７：３０開催    

場所：長崎県工業技術センター 

参加者：２５名 （福祉支援システム技術研究会との合同） 

１．活動報告、２．講演(大学、企業から３題）、３．取組事例紹介と討議（５社）、４．その他 

 

 

 

 

 

 

  ⑧技術交流検討ＷＧの中の環境分野シンポジューム実行委員会の開催について 

日時；平成２５年２月２８日（木） １５：３０～１７：００ 

    場所；佐世保高専 地域共同テクノセンター 

    参加者；原委員、古川委員、城野委員、高見委員、阿部委員、木山委員 

   ○環境関連分野のシンポジュームの開催計画 

    平成２５年度以降の事業方針について 

    （１）年１回のシンポジュームの開催内容（テーマ）について 

    （２）国や県の方針に沿った補助金等の情報発信について 

    （３）企業の業務内容と公設試、大学、高専の研究交流について 

   提案事項としては、 

○年 1回のシンポジュームを計画する。時期は 9月頃、 

○講師に②、③を含めて講演いただく。講師選考については 5月末までに。 

具体的には実行委員会で（案）を作成し、6月頃にＮＴＣから正式に依頼する。 

○一か月前までには開催通知の発送等 

の概要を打合せた。なお、次年度以降についても具体（案）を検討することとした。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅱ．人材育成事業報告について 

（１）地元企業人材の育成について 

   ①佐世保高専と連携した人材育成事業について 

   ※ＮＴＣの単独事業は予算の関係上、地域企業向けの人材育成事業は実施できなかった。 

 

② (財)長崎県産業振興財団と連携した人材育成事業について 

※ (財)長崎県産業振興財団で実施  受講定員 ２５２名、 受講申込 ３０７名 

H24年度人材育成事業実績一覧（最終）（別添資料２－１（財）長崎県産業振興財団提供） 

     ア．ロボット・溶接・熱解析研修（２回、6/30～7/8、定員５【参加申込 7】8/27～8/29、定員８【参加申込 8】） 

     イ．JIS溶接技能者育成研修（２回【いずれも定員８】、8/6,7,8,10,【参加申込 10】1/26,27【参加申込 8】） 

    ウ．材料別溶接技術習得研修（３回【いずれも定員８】、8/6～8/10【参加申込 10】 

10/27～28【参加申込 12】 2/2,3【参加申込 9】） 

    エ．ロボット・半自動アーク溶接研修（3 回【いずれも定員 5】、7/21,22【参加申込 5】7/28,29【参加申込 9】 

ロボット・半自動アーク溶接研修（１回【定員４】、8/11,12【参加申込 3】） 

  ロボット溶接研修        熱解析研修      ＴＩＧ溶接研修     半自動アーク溶接研修 

 

 

 

 

 

オ．３次元 CAD を活用した RP技術研修（２回【いずれも定員 10】、8/6【参加申込 10】、12/2【参加申込 12】 

 

 

 

 

 

 

  カ．組込システム（電子デバイス・SH マイコン）（１回 6 日間、【定員 20】）、8/1～17【参加申込 20】） 

   キ．組込システム（SHマイコン初級・中級）（各１回 4 日間、【定員 15】）12/1～16【参加申込 20】 

【定員 20】  2/9～17【参加申込 26】） 

                 電子デバイス実習                  ＳＨマイコン実習・成果発表 

 

 

 

 

 

 

ク．情報処理技術者試験に向けた講座（ＩＴパスポート）(3回【いずれも定員 20】 

高校生対象；7/26～31【参加申込(15×2班)30】、8/27～30【参加申込（20×2班）40】、 

一般・学生；10/2～5【参加申込 15】） 

 

 



 

③佐世保市と連携した人材育成事業について 

   Ⅰの（2）の①で技術交流検討ＷＧから報告があったが、人材育成事業までには至らなかった。

平成２５年度も継続されており、これらを踏まえ、今後の取組について研究されるとのこと。 

 

  ④人材育成に関する情報発信 

   各機関で実施される人材育成に関する情報収集を長崎県、(財)長崎県産業振興財団等と連携し、

随時会員への情報提供（情報発信検討ＷＧとの連携）を実施している。 

  ※ＮＴＣのホームページ「イベントスケジュールはこちらから」→イベントスケージュール参照 

   ＵＲＬ: http://www.ntc.gr.jp/ntcs.html （別添資料３－４イベントスケジュール２月） 

 

 

（２）地元学生の育成（企業と学生の交流促進）について 

  ①長期インターンシップについて 

※今年度も長期インターンシップを地元企業と２名が実施された。(昨年度は４名) 

参加企業；佐世保重工業（株）、（株）ワイビーエム 

 

  ②就職相談会について                         企業プレゼン会場 

 ○地域企業説明会の開催 

 実施日時；１２月１８日（火） １３：２０～１６：５０ 

    実施場所；佐世保高専 第１部 企業紹介（場所：大講義室） 

(企業紹介３分スピーチ) 

第２部 企業パネル展示見学及び     個別相談会場 

個別相談会（場所：第一体育館）        

        参加者；３４社（申込３６社） 

９月高専から会員企業等へ案内状発送し１０月３１日受付締切、 

         

 

※今年度は地域企業の理解度を高めるため、事前に参加企業の概要説明を 

学生へ２回実施。(11/27,本科４年、12/4専攻科１年)。 

 

 ※上記説明会へ参加されなかった会員企業へポスター掲示          ポスター掲示場 

の希望を募り、２社参加があり、掲示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ntc.gr.jp/ntcs.html


 

Ⅲ．情報発信事業報告について 

（１）会員の企業の更新の促進について 

○西九州テクノコンソーシアム Webサイトの活用について継続  

・ＮＴＣのＨＰのアクセス解析から、企業への検索があっていることから、各社の強み、特

長などのキーワードを入れるための、会員企業のページの改善検討 

※・会員企業紹介の「他情報・コメント」欄を「セールスポイント・キーワード・他情報」に変

更した。（添付資料３－１） 

・同時に会員企業紹介画面の修正（追加９件、削除７件）（別添資料３－２） 

URL: http://www.ntc.gr.jp/company.html 

 

 

（２）事業報告について 

○事業報告書のタイムリーに結果掲載の継続。 

・事業報告、委員会の開催案内等の早期掲載方法の検討 

 ※、平成 24 年度事業計画、平成 24 年度事業活動報告（ものづくり現場改善セミナー、フォーラ

ムディスカッション事業、環境分野講演会及び技術発表会（別添資料３－３）等）を掲載 

URL: http://www.ntc.gr.jp/ntcre/gallery.cgi?mode=view&id=1353391140 

 

○各機関との連携・・各機関の情報掲載（セミナー等の案内） 

・イベントスケジュールに随時掲載方法の検討 

  ※メール及び FAXでの連絡と併用し、ＮＴＣ活動、各機関のセミナー、人材育成等を随時掲載（別

添資料３－４（２月））  URL: http://www.ntc.gr.jp/ntcs.html 

 

※参考資料；平成 24年度ＮＴＣのＨＰへのアクセス解析（別添資料３－５） 

 

 

 

Ⅳ．佐世保市中小企業等支援事業について 

（１）審査会委託業務の実施 

 ・事前ヒヤリング企業訪問・・・ ５月１０日～５月１７日に実施（８社） 

 ・審査会実施・・・・・・・・・ ５月３１日（木）申請企業 １２社 

 ・中間ヒヤリング企業訪問・・・ １１月１５日中間報告書提出締切、 

１２月４日、６日企業訪問調査実施。 

 ・実績報告企業訪問・・・・・・ ３月１５日実績報告書提出締切、 

３月２７日、２９日企業訪問調査実施。 

http://www.ntc.gr.jp/company.html
http://www.ntc.gr.jp/ntcre/gallery.cgi?mode=view&id=1353391140
http://www.ntc.gr.jp/ntcs.html

