
区分

年度 22年度(2010) 23年度(2011) 24年度(2012) 25年度(2013) 26年度(2014) 27年度（2015） 28年度（2016） 29年度（2017）

・戦略会議 産業活性化フォーラム 戦略会議 戦略会議（6/8、11/14） 戦略会議(6/3,11/13,1/22） 戦略会議（6/6,10/28） 戦略会議(6/12） 戦略会議(7/13、2/1） 戦略会議(7/11、2月予定）
・コーデネータ
アドバイザー配置 　 　

①産学官による

プロジェクトの推進

② 戦略的技術開発

　　の推進

③市場開拓の推進

④人材育成

高校再編

高校生ｸﾞﾙｰﾌﾟ「Ｓ４」

地域活性化

人材教育

産業コーディネータ１名・アドバイザー４名配置地方公務員法に基づく嘱託員５名（コーデネータ２名・アドバイザー３名配置）

第　　Ⅱ　　期

蔵の町並みキャンパス元気スクール(平成18年度～)                 

・人材育成セミナー クロトー先生 

・産業活性化フォーラム  

 一橋大 関満博氏 
・トヨタのHV・PHV  

 トヨタ自動車 石川哲浩氏 

ジュニアエコノミーカレッジinすざか(平成18年～ 須坂商工会議所青年部 小学校高学年対象) セミナー開催・販売実習 

須坂技術情報センター(T一般向け講習会・語学講座・検定試験対策講座・ビジネススキルアップ講座                            

組込講座・ＰＬＣ講座 
須坂ICTビジネス勉強会 
  農業関連装置開発等 

 

小学生・中学生向けロボット講座 

中学生限定ロボット講座 

 ①須坂市産業活性化 第Ⅱ期における各事業の実施状況(第Ⅰ期からの継続含む) 

推進 

組織 
等 

工
業
の
推
進 

産学官・産々連携技術開発支援 技術開発・新事業等相談

・基調講演 東京理科大学 

 特命教授 塚本修氏 

・対談  

 オリオン機械株式会社太田社長 
  信州大学工学部 教授 遠藤守信氏 

須坂ICTビジネス研究会  
H23.8.4設立（勉強会⇒研究会） 
会員企業14社 
 

中学生向け ヘビﾛﾎﾞｯﾄ作成講座 7/27 7人参加 

小中学生向け ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成講座 8/1,2 4人参加 

小中学生向け かたつむりﾛﾎﾞｯﾄ作成講座 8/6,7 5人参加 

24年度地域連携推進委員会  

5/29,8/20,12/11,2/15 
（山形県長井工業高校視察）

信州須坂フルーツ・スイーツ研究会 H20.10.28設立 
 須坂産フルーツを活用した銘菓、土産品、料理を創作、事業

化を図り地域産業の活性化を図る。 

                              

須坂フルーツスイーツフェスタ2012 
 in須商ﾏｰｹｯﾄ 
・鎧塚俊彦氏指導による来場者参加型 
 スイーツづくり 
・生徒提案により菓子店が開発したスイー
ツ 

須坂市グリーン農業研究会  H22.1.19設立     

 自然エネルギーによる農業システム等の 

 調査、開発計画の策定等  

  

金型人材育成ネットワーク H20.2.25設

金型関連材設計学講座 

 （プラスチック金型、プレス金型） 

 経産省 人材養成等支援事業活用 

・市単独事業 金型材料学講座 

 （切削、研削、旋削、放電） 

 

・講演 ６次産業化・地域資源活用による 

     これからの地域づくり 

     JTB総合研究所顧問 清水慎一 氏  

      (信州・観光地域づくりマネジメント塾長)  
・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ オリオン機械㈱太田社長， 
        仙仁温泉岩の湯金井社長ほか  

 ・切削理論体感講座 

  （ポリテクセンター） 

 ・３次元ＣＡＤ 

ものづくり人材育成ネットワーク 24.4.1名称変更  

  企業14社→37社参加 

・ものづくり未来塾 

 長野高専 岸佐年教授監修  

 若手経営者、幹部対象 10社参加 
 経営戦略等について全6回開催    

クリスマスレクチャーin須坂  

第３回 12月14日・16日・17日 

レクチャー 

つれづれ遊学舎 武田 徹氏 

信大大学院 中島 厚教授 

信毎主筆  中馬清福教授 
 

第４回 12月17日・20日・22日 

レクチャー  

昭和電工社長 市川秀夫氏 

東工大    馬場俊英氏  

つれづれ遊学舎 武田 徹氏 
宇宙開発研究機構 川口淳一郎氏  

第５回  12月15日・18日・20日 

レクチャー  

名古屋大大学院教授 

  長岡正隆氏 

新潟医療福祉大大学院教授 
  西原康行氏 
日立製作所フェロー 
  小泉英明氏 
鳥居食情報調節研究所代表 
  鳥居邦夫氏       

人材育成、インターンシップの受入れ 

須坂新校地域連携推進委員会への 
 参加 
 

イノベートＳＵＺＡＫＡ H19.4.19設立 
 産学官連携による研究開発を進め企業業績の向上とイノベー

ションを起こす 

 ブドウ用作業補助具「グレイパー」の販路拡大 

 腕用グレイパーの販売            

・産業フェア善光寺平 ７社 

 「須坂市・須坂商工会議所」    
       ブース内 ８社 
 「須坂ﾌﾙｰﾂｽｲｰﾂﾌｪｽﾀ」ブース出展  
・しんきんビジネスフェア 

・産業フェア善光寺平 ７社 
 「須坂市・須坂商工会議所」 
      ブース内 ８社 
・しんきんビジネスフェア 

・産業フェア善光寺2012 
 須坂市、須坂商工会議所のブースを  
 ６つ設け９社の製品を紹介、市内企業 
 ５社が単独ブースで出展 計１４社 
・「須坂ﾌﾙｰﾂｽｲｰﾂﾌｪｽﾀ」コラボスイーツ 
・しんきんビジネスフェア 市内企業 10社 

ｽﾏｰﾄﾌｧｰﾑ発電事業推進協議会3回 
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ（専門部会）4回 

作物生育監視システム開発支援 

除雪検知システム開発支援 
facebook講座 

須坂フルーツスイーツフェスタ2013 
 (11/9)  600人参加 
・市内菓子店フルーツスイーツ大集合 
・創作フルーツスイーツ開発 
・6次産業製品の展示、販売 
・研修会の開催 3/13 

・しんきんビジネスフェア 5/15市内企業10社 
・産業フェアin善光寺平(10/25,26)  

 市内企業8社が単独ブースで出展 

 須坂市、須坂商工会議所ブースを 

 設け8社の製品を紹介 来場者 12,225人  
・えのきを使用したマヨネーズの開発 

・ものづくり未来塾 
 長野高専 岸 佐年教授監修  
 若手経営者、幹部対象 12社参加 
 経営戦略等について全6回開催 
・企業見学,社長講演会    

除雪検知システム開発支援 
 道路河川課で導入 
facebook講座  word press講座    

小中学生向け  ペーパーグライダー製作 

 8/8  10人参加 

小中学生向け  ロボット製作・プログラミング体験  

かたつむりﾛﾎﾞｯﾄ制作 8/10,11 延14人参加 

・須坂創成高校（仮称）地域連携推進委員会 
 への参加 
・デュアルシステム協力企業会の設立（3/27） 

・これからの農業機械を考える懇話会等 

・分科会活動の支援 

・アグリビジネス創出フェアへの出展(10/23～25） 
・ソーラーシェリングシンポジウムへの参加(3/17） 

・トークセッション「須坂の地域資源を活かした 

私のおもてなし」  

 田中本家博物館長 田中 宏和氏 

 須坂景観づくりの会理事長 小林 義則氏 

  ゲストハウス蔵 山上 万里奈氏  

・講演 信州大学特別特任教授 遠藤 守信氏 

 

第６回 12月17日・19日・21日 
レクチャー     
敬和学園大学非常勤講師 
  藤田富士夫氏 
国立科学博物館科学技術史 
グループ長 
  鈴木一義氏 
鹿児島大学教授 
  小林哲夫氏 
中京大学工学部准教授 
  遠藤 守氏 

・これからの農業機械を考える懇話会等  
 ３分科会活動の支援継続 
・スマートファーム発電の推進に向けた 
  支援 
・ぶどう圃場での太陽光発電の実証試験 

25年度地域連携推進委員会 
  5/30,7/18,9/19,11/7,1/14,3/12 
創造工学科説明会・意見交換会 
  4/17,5/8,5/21,5/29 

10/6 情報フェアの開催 300人参加 

・須坂創成高校（仮称）地域連携推進 
 委員会への参加 
・デュアルシステム協力企業会への支援 
 

・須坂フルーツスイーツフェスタ2014 
  （2/21） 約600名参加 
 ・創作フルーツスイーツ開発 
 ・フルーツスイーツ出展数 13店 
 

スマートコミュニティ具現化に 
向けH24農林水産省の「農山漁村 
再生可能エネルギー供給モデル 
早期確立事業」に取組む 

・しんきんビジネスフェア /来場者数 主催者 

約2,000名（主催者発表） 市内企業11社出展 

・産業フェアin善光寺平(10/24,25)  

 市内企業８社が単独ブースで出展 
 須坂市、須坂商工会議所ブースを設け２研究会 
 11社の製品ほかを紹介  来場者 12,356人   

・第1回須坂創成高校デュアルシステムの 

 取組みを学ぶ東京都立六郷工科高校による 

 講演会（10/14 入場者80名） 

・第2回 講演 経済アナリスト  藤原直哉氏 
 「活かそう！時代を拓く須坂の力」 

 （1/19 入場者70名） 
  

米子大瀑布駐車場監視システム構築支援 
・３Dプリンター入門講座（5/24) 7名参加 
・無償CADソフト入門講座（7/28）8名参加 
・Java＆Androido開発セミナー開催 7名参

・ものづくり未来塾 
 長野高専 岸 佐年名誉教授監修  

 若手経営者、幹部対象12社参加 
 企業見学,社長講演会,経営戦略等 
   について全6回開催 

・生産革新セミナー（5/28) ６社 20人参加 
・機械保全(実技),(学科)各２回 ５社18人 
 機械検査（11/27、28）５社８人参加  

10/5情報フェスタの開催 100人参加 

 小中学生向け ペーパーグライダー製作    
   7/29  10人参加 
 ３Dプリンター 7/30   14人参加 

  

26年度地域連携推進委員会 

  6/2,9/16（年6回予定） 

東京都立六郷工科高校との意見交換会 

（ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ受入れ協力企業会）10/15 
 

 第７回 12月16日・18日・20日 
 レクチャー 
 ㈱共和化工・環境微生物研究所 所長 
 東京工業大学名誉教授 
   大島泰郎氏 
 徳川美術館 元名誉副館長 
   山本泰一氏 
 山梨大学工学部教授 
   佐々木邦明氏 
 京都大学生存圏研究所教授 
   矢野浩之氏 

・農村工業研究所より菓子の 
 製造委託４社 
 

・農地での太陽光発電についての転用 
  等に関する情報収集を継続 

・しんきんビジネスフェア /来場者数  約2,300名

（主催者発表） 市内企業10社、1団体出展 

・産業フェアin善光寺平2015 (10/23,24)  
 市内企業7社が単独ブースで出展 
 須坂市、須坂商工会議所ブースを設け2研究会 
 12社の製品ほかを紹介  来場者13,204名 

・講演「～コネクターハブ～地域活性化のカ

ギ  

 を握る企業」 

 東京大学工学系研究科教授 坂田一郎氏 

・講演「イノベートＳＵＺＡＫＡ Ⅷ」 

 信州大学特別特任教授 遠藤守信氏  

 (10/6 入場者76名） 

・須坂経営革新塾(11回開催) 
 若手経営者、金融機関、地方事務所、県工技ｾﾝﾀｰ参画 

・生産革新セミナー（5/20) 6社11名参加  
・品質管理初級講座（7/29,8/5）5社13人参加 
・3Dプリンタ活用講座（10月毎金曜5回）7社11名参加 

・機械保全講座（学科・実技各2回）5社14名参加 
・機械検査講習会（12/10,11）4社9名参加 
・切削加工講座（2/9）8社18名参加  

・親子３Dプリンター体験講座 
 （7/18）4名参加 
  

・夏休み小中学生向けものづくり体験講座  
 ペーパーグライダーと竹とんぼ製作 
 （7/31） 5名参加 
 ３Dプリンター体験 （8/1） 10名参加  

・27年度 地域連携推進委員会 参加（2/18） 
・ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ協力企業会 

 役員会（2/25） 総会（3/11）   
 幹事会（9/25,11/18,1/26） 
 講演会 織田ｼｬｰﾘﾝｸﾞ 代表取締役 織田幸彦氏 
 （2/3）32企業・団体 58名参加 

 第８回  12月15日・17日・19日 
 レクチャー 
 国立遺伝学研究所 集団遺伝研究部門 
   斎藤成也氏 
 元信州大学大学院教授 
   中島厚氏 
 日置電機株式会社 代表取締役社長 
   町田正信氏 
 東京工業大学大学院 総合理工学研究所 
   馬場俊秀氏 

6/28情報フェスタの開催 約130人参加 

・須坂創成高校地域連携推進委員会へ      
 の参加 
・デュアルシステム協力企業会への支援 
 

・パウンドケーキ「八丁鎧塚」イベント 
  （10/22）  ５店舗出店 
 八丁鎧塚まつり同日開催 
  

・次世代型ＩＯＴ（Ｉｎｔｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ）関連 

  産業についての講演会 

 （11月14日開催予定） 
 

・須坂経営革新塾（9回開催） 
 若手経営者、地方事務所、県工技ｾﾝﾀｰ参画 

・生産革新セミナー（5/25) 6社14名参加  
・品質管理講座（8/3,10）8社12名参加 
・3Dプリンタ活用講座（10月計5回）6社8名参加 

・機械保全講座（学科・実技各2回）4社15名参加 
・機械検査講習会（11/14,15,16） 2社3名参加 
・研削加工講座（2/7） 9社21名参加 

・しんきんビジネスフェア  /来場者数 約2,500名 

（主催者発表） 市内企業12社、1団体出展 

・産業フェアin善光寺平2016 (10/28,29)  

市内企業8社が単独ブースで出展  
須坂市、須坂商工会議所ブースを設け2研究会 
13社の製品ほかを紹介 来場者13,252名  
 

6/12情報フェスタの開催 約200人参加 

夏休み小中学生向けものづくり体験講座  
 ・ペーパーグライダーと竹とんぼ製作 
 （7/27）13名参加  
 ・ラズベリーパイ組立 （7/29、8/18）17名参加   

・２年生就業体験実施（５月、８月） 
・28年度 地域連携推進委員会 参加（2/16） 

・ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ協力企業会 
 懇談会(7/7)、、報告会(11/18)、役員会(2/23) 
講演会 日鉄住金総研 客員研究主幹山藤康夫氏 
(2/2) 19企業・団体 40名参加 

・小規模事業者向け時間管理システ
ム開発支援 

H29.7.11 産業連携開発課 
  須坂市産業活性化戦略会議資料 

・パウンドケーキ「八丁鎧塚」イベント 
  10月 予定  
  
 

・２年生就業体験実施（８月、10月） 
・３年生企業実習実施（５月～７月） 

・29年度 地域連携推進委員会 参加 
・ﾃﾞｭｱﾙｼｽﾃﾑ協力企業会 
 懇談会、報告会、役員会、講演会、総会開催 

23年度 須坂新校創造工学

科                                                                      

「地域とともに須坂新校を考

える懇話会」 第１回 H21.8.11

・講演１「自動収穫ロボットは生産革命をもたらすか」 

 信州大学工学部副学部長 千田有一氏 

・講演2「農産物の生育状況モニタリング」 

 信州大学学術研究院工学系准教授 小林一樹氏 

・講演「イノベートＳＵＺＡＫＡ Ⅸ」 

 信州大学特別特任教授 遠藤守信氏  

 (1/27 入場者78名） 

夏休み小中学生向けものづくり体験講座      
 ・紙飛行機の製作とと小型モーター組立   
 （8/3） 
 ・ラズベリーパイ組立（8/4）   

・しんきんビジネスフェア  / 市内企業11社、1

団体出展 

・産業フェアin信州2017 (10/20,21)  
 市内企業、須坂市・須坂商工会議所が単独ブー
スで出展予定 
 

 第10回 
 ・レクチャーⅠ 12月15日(金) 
 ・レクチャーⅡ 12月16日(土) 
              開催予定 
 

 第９回  12月17日・20日・22日 
 レクチャー 
 筑波大学教授 呉羽正昭氏 
 東京工業大学教授 渡辺澄夫氏 
 長野県立歴史館館長・信州大学名誉教授 
   笹本正治氏 
 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 
   海底資源研究開発センター長 
   木川栄一氏 

・須坂経営革新塾 
 若手経営者、地方事務所、県工技ｾﾝﾀｰ参画 
・生産革新セミナー（5/30) 11社26名参加  
・品質管理講座（7/13,20) 
・3Dプリンタ活用講座（10月計5回） 

・機械保全講座（学科・実技各2回） 
・機械検査講習会（11/20,21,22）  
・機械加工講座（2月）  

・須坂創成高校地域連携推進委員会へ      
 の参加 
・デュアルシステム協力企業会への支援 
 

・須坂創成高校地域連携推進委員会へ    
 の参加 
・デュアルシステム協力企業会への支援 
 

信州須坂フルーツ発泡酒協議会設立 
 
須坂産フルーツを活用した発泡酒の製
造・販売によるゆ新規雇用、須坂産フ
ルーツのＰＲ、まちの賑わい創出を図る。  

・フルーツ発泡酒の製造・販売 
・市内外の飲食店等の販路拡大 
 

6/18情報フェスタの開催 約500人参加 

・市内高校生討論会（9/20） 
・高校生グループ「Ｓ４」結成（9/22） 
・高校生アンケートの実施(11/18) 
・産業活性化戦略会議での報告(2/1) 

・高校生カフェの期間限定オープン（4/10～29） 
・産業活性化戦略会議での報告(7/11) 


