
活動概要

■法人社員、特別社員の内訳（2022年４月現在）

法人社員数 156社
特別社員数 12団体

■東三河午さん交流会内容一覧（2021年4月から2022年3月まで） ＊役職は開催当時

＊役職は開催当時■東三河産学官交流サロン内容一覧（2021年4月から2022年3月まで）

■東三河地域問題セミナー内容一覧（2020年10月から2021年9月まで） ＊役職は開催当時

当センターは、公益社団法人として、地域の諸課題に関係したセミナーの開催や、東三河懇話会（任意団体）と連携し、地域の経済界、
大学、自治体等と連携した産学官交流サロン等を20年以上にわたって実施しています。

回 開催日 テーマ
参加
人数

1
2021年
7月5日

（仮称）「近年の水害からの教訓」 名古屋大学　特任教授 田代　喬 氏 39

2
2021年
8月19日

「まちづくりの潮流等から東三河のまちづくりを考える～松山アー
バンデザインセンターを事例に～」

豊橋技術科学大学　講師 小野　悠 氏 24

3
2021年
9月9日

「地域づくりの新展開と三河山間地域のこれから」 名古屋市立大学　准教授 三浦　哲司 氏 36

参加人数 計 99

講師

回 開催日 テーマ
参加
人数

211 2021年4月2日 「空き家を負動産から富動産へ　古民家と創る地域の未来」 株式会社戸田工務店 戸田 幸志 氏 41
212 2021年6月4日 「農畜産業の超高齢化が進む産地「田原」を守るため」 株式会社安田商店 安田 弦矢 氏 40
213 2021年7月2日 「まちをつくるこれからの観光」 東栄町観光まちづくり協会 伊藤 拓真 氏 38
214 2021年8月6日 「映画『ゾッキ』を通じた蒲郡のシティセールスについて」 蒲郡市観光商工課 シティセールス推進室 来本 晃彩 氏 32
215 2021年9月3日 「椿油から考える小さな自給と大きな安心」 SATOYAMA搾油所 永田 雅信 氏 27
216 2021年10月1日 「奥三河蒸留所は、新しい産業で稼げるか？成功の光と影」 株式会社ランド／奥三河蒸留所 阿部　晃 氏 39
217 2021年11月5日 「『ヨルモウデ』豊川稲荷580年の歴史初の試みで地方活性化」 一般社団法人豊川青年会議所 谷口 慶一 氏 33

218 2021年12月3日
「～海が語る、まちが語り掛ける～蒲郡ベンチアートプロジェク
ト」

蒲郡商工会議所 会頭 小池 高弘 氏 50

219 2022年2月4日 「どうしてわたしは豊橋に住んでいるのか？」 株式会社青空 代表取締役 山田 晋平 氏 26
220 2022年3月4日 「心の鏡で見えてきたこと～自分らしさを見つけて～」 視覚障がい者団体「さくらんぼ」代表 柳田 知可 氏 36

参加人数 計 362

講師

回 開催日 テーマ
参加
人数

「地域に根ざした交通マネジメントの研究」 豊橋技術科学大学　准教授 松尾 幸二郎 氏
「持続可能な発展のための「三遠南信･東三河地域と湖西市の広域連携」」 湖西市長 影山 剛士 氏
「つち･とち･いのち－環境と経済の「ちょっとイイ関係」を目指して－」 愛知大学　教授 小崎　隆 氏
「豊橋新時代に向けて」 豊橋市長 浅井 由崇 氏
「脱炭素へ向けた「工学的“コロンブスの卵”」とは何か」 豊橋技術科学大学大学院　教授 中村 祐二 氏
「街や人々を支える建設業者様のパートナーを目指して～私はこうして、後継
者失格となった～」

レンテック大敬株式会社 嵩　伸介 氏

「日本の菓子文化における三河人の活躍」 愛知大学短期大学部　教授 須川 妙子 氏
「中小企業のSDGsの実践事例と課題～企業理念の重要性」 シャボン玉石けん株式会社 松永 康志 氏
「会話がCOVID-19感染リスクに及ぼす影響」 豊橋技術科学大学　教授 飯田 明由 氏
「ＪＴＢが進める「食農観光による地域活性化」」 株式会社ＪＴＢ 平野 宜行 氏
「ＡＵＴ教育におけるＩｏＴとＤＸ化の取組み」 愛知工科大学 学長 氏
「豊橋地域の地域発展戦略の選択肢について～SWOT分析の手法を用いた試
論～」

一般社団法人中部経済連合会 笹野　尚 氏

「静岡県湖西市における企業シャトルBaaS事業実証実験について」 豊橋技術科学大学　准教授 杉木　直 氏
「創立100周年を迎えた豊橋信用金庫の取組み」 豊橋信用金庫　理事長 山口　進 氏
「現代社会の激変と地方中小企業における「学び直し」の役割」 愛知大学　教授 加藤　潤 氏
「変化する“まちなか”とemCAMPUS」 中部ガス不動産株式会社 赤間 真吾 氏
「システム工学の産業応用」 豊橋技術科学大学大学院　教授 内山 直樹 氏
「社会インフラを支えるドローンの活躍と未来への可能性」 ブルーイノベーション株式会社 山口　雄大 氏
「訪問看護師の在宅医療支援～生活と医療の統合～」 豊橋創造大学　教授 蒔田 寛子 氏
「東三河振興ビジョン2030について」 愛知県東三河総局 総局長 矢野 浩二 氏
「バイオマス利活用事業をもっと身近にもっと確実に～
(株)豊橋バイオマスソリューションズが考える脱炭素･地域資源循環型社会～」

株式会社豊橋バイオマスソリューションズ 熱田 洋一 氏

「倒産事例から学ぶ 景気後退期2年目の戦略」 株式会社ジュトク 上村 哲司 氏
「今、なぜ、フランチャイズ取引適正化法が必要なのか」 愛知大学 法学部 准教授 木村 義和 氏
「ダム建設･インフラ分野のデジタル･トランスフォーメーション（DX）」 設楽ダム工事事務所 事務所長 真鍋 将一 氏

参加人数 計 890

講師

442 2021年8月17日 62

444 2021年10月19日 86

441 2021年7月20日 79

438 2021年4月13日 78

440 2021年6月15日 60

449 2022年3月15日 73

445 2021年11月15日 94

447 2022年1月18日 78

446 2021年12月22日 80

439 2021年5月25日 70

448 2022年2月22日 63

443 2021年9月21日 67

金融業、保険業, 

16.1%

鉱業、採石業、砂利

採取業、建設業, 

15.5%

製造業, 14.3%

情報通信業、運輸

業、郵便業, 

14.3%

医療、福祉、サービ

ス業, 12.5%

教育、学習支援業、

学術研究、専門・技

術サービス業, 
7.1%

卸売業、小売業, 

6.0%

電気・ガス・熱供

給・水道業, 4.8%

不動産業、物品賃

貸業, 4.8%

公務, 3.6% 農業、林業, 1.2%


