
活動概要

■法人社員、特別社員の内訳（平成30年4月現在）

法人社員数 149社
特別社員数 12団体

■東三河午さん交流会内容一覧（平成29年4月から平成30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（平成29年4月から平成30年3月まで）

■東三河地域問題セミナー内容一覧（平成28年10月から平成29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

171 平成29年4月7日 「さよなら 名豊ビル」 豊橋市観光コンベンション協会 神野紀郎 氏 51
172 平成29年6月2日 「松下政経塾で考える、ロボット・ＡＩによる新しい社会」 （公財）松下政経塾 岡田吉弘 氏 46
173 平成29年7月7日 「奥三河の危機 ～今やカンフル剤はないのか？～」 （一社）奥三河ビジョンフォーラム 清水良文 氏 51
174 平成29年8月4日 「２０４０年・田原市人口７万人に！！」 渥美半島１００年の計･研究所 板倉祥文 氏 33

175 平成29年9月15日 「セーリングワールドカップ愛知・蒲郡大会開催について」
セーリングワールドカップ愛知・蒲郡
大会実行委員会

桑野安史 氏 50

176 平成29年10月6日 「こども・若者たちがそれぞれの未来を拓くために」 （一社）東三河セーフティネット 金田文子 氏 35
177 平成29年11月10日 「外部人材と地域の文化財」 奥三河郷土館 石井峻人 氏 30
178 平成29年12月1日 「東三河の野良猫問題解決法」 命にやさしいまちづくり ハーツ 古橋幸子 氏 32
179 平成30年2月2日 「竹島水族館の新たな試みとしての解説」 蒲郡市竹島水族館 戸舘真人 氏 43
180 平成30年3月2日 「人材育成とモチベーション向上策」 (株)ビジネスリンク 西川幸孝 氏 33

参加人数 計 404

講師

回 開催日 テーマ
参加
人数

『寶光山金西寺蔵「當寺御開山御真筆」について －織田信長関連資料－』 豊橋創造大学大学院 島田 大助 氏
「夢のある水産教育」 愛知県立三谷水産高等学校 丸﨑　敏夫 氏
「イオンイメージセンサ開発と社会実装に向けた取り組み」 豊橋技術科学大学 澤田　和明 氏
「医療・介護・福祉の将来　～地域包括ケアの推進～」 医療法人信愛会 大石　明宣 氏
「食農・環境コースの新設」 愛知大学 岩崎　正弥 氏
「建設業界でのドローンによるイノベーション実践事例のご紹介」 三信建材工業（株） 石田　敦則 氏
「－エンターテインメントから産業応用へ－プロジェクションマッピングの 前線」 愛知工科大学 杉森 順子 氏
「武蔵精密工業㈱について ～豊橋からグローバルへ、そして産業･製品の変化対応～」 武蔵精密工業(株) 内田 透 氏
「建物の耐震性を高め、迫りくる巨大地震に備える」 豊橋技術科学大学 齊藤 大樹 氏
「愛知県における社会資本整備の羅針盤 ～建設部方針２０２０～」 愛知県 河野 修平 氏
「日本企業のグローバル化と管理会計」 愛知大学 望月 恒男 氏
「豊川用水５０年の歩み」 独立行政法人水資源機構 小酒井 徹 氏

396 平成29年10月17日 「今こそ必要な、海外進出」 (株)竹中パートナーズ 竹中 征夫 氏 74
「〈弱いロボット〉研究：人とロボットとの持ちつ持たれつの関係をめざして」 豊橋技術科学大学 岡田美智男 氏
「巨大災害からの事業復旧に向けて　～世界 大を誇る災害復旧専門会社ベルフォアジャパン～」 ベルフォアジャパン(株) 田島 崇士 氏
「観光でつなぐ三河と遠州」 浜松学院大学 田中 健二 氏
「明日につながる陽子線治療」 成田記念病院 栁 剛 氏
「視覚認知情報学の世界 ～人工知能の時代こそ人間を理解する必要がある～」 豊橋技術科学大学 中内 茂樹 氏
「湖西市の新たな将来ビジョン～持続可能な発展のために～」 湖西市長 影山 剛士 氏

400 平成30年2月21日 「地域と大学」 豊橋技術科学大学 大西 隆 氏 100
「宗教の政治経済学」 愛知大学 伊東 利勝 氏
「HR Tech の活用で実現する人材活用効率変革のシナリオ」 (株)パーソル総合研究所 甲斐 順也 氏

参加人数 計 999

401 平成30年3月20日 61

399 平成30年1月16日 77

397 平成29年11月21日

398 平成29年12月26日

78

79

394 平成29年8月22日 99

395 平成29年9月20日 81

392 平成29年6月21日 105

393 平成29年7月19日 78

講師

390 平成29年4月11日 85

391 平成29年5月17日 82

回 開催日 テーマ
参加
人数

39

「外国人技能実習制度の概要と地域社会との共生」 公益財団法人国際研修協力機構 大谷　一広 氏 55
「農産物のブランド化と労働力確保の実態と課題について」 協同組合ティー・エー・エス 河合　信彦 氏
「熊本地震等近年の地震からの教訓」 名古屋大学大学院 山中　佳子 氏 52

「熊本地震の現状と農業における危機管理」
有限会社木之内農園
（熊本県南阿蘇村）

木之内　均 氏

41

参加人数 計 187

視察会

設楽町・国土交通省中部地方整備局設楽ダム工事事務所・公益社団法人東三河地域研究センター合同企画
「設楽ダム建設見学観光ツアー2017」
視察1「設楽ダム周辺整備施設（設楽町役場、設楽町清崎）」視察2「設楽ダム工事現場（ダムサイト、付替道路、等）」

講師

公益社団法人東三河地域研究センター・愛知大学三遠南信地域連携研究センター
共同シンポジウム　共感が生んだローカルメディアのつながり

■コーディネーター　 愛知大学　戸田敏行氏
■パネリスト　 特定非営利活動法人エフエムあおぞら(宮城県亘理町)　吉田 圭氏、 宮城県山元町　森 憲一氏、㈱エフエム
豊橋　森 包義氏 、前川 緑氏、西村なぎさ氏
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13.0%

医療、福祉、サービ
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教育、学習支援業、

学術研究、専門・技

術サービス業, 8.1%

卸売業、小売業, 
7.5%

不動産業、物品賃

貸業, 4.3%

電気・ガス・熱供給・
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