
 

 

 

令和２年度事業報告 

                                       

１ 企業会運営の強化・連携 

（１）定期総会 

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、書面表決により実施・承認。 

 

（２）全体会 

       新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止。 

 

 

 

２ 技術力向上・人材育成 

（１）金型保全技術者育成講座 

    大分県が広域の産学と連携して開催する金型保全技術者育成講座において、金型保全

の基礎的な技術の習得を目的とした金型補修技能講習を実施。 

 

   ① 金型補修技能講習 

      金型補修に必要なアーク溶接、TIG 溶接の特定技能の取得。 

     【協 力】 明星金属工業(株) 

       【期 間】 令和２年８月２２日（土）～１０月３日（土） 全６回 

     【場 所】 大分県立工科短期大学校（中津市） 

      【修了者】  ５社６名 

       

 

 



  ※（参考掲載）以下、大分県主催事業 

 

   ② プレス金型保全技術者育成講座 

       プレス金型保全に関する知識や技術の取得及び実際の生産現場での課題発     

見・解決策の検討実施。 

     【協 力】 ダイハツ九州（株） 

      【期 間】  令和２年６月６日（土）～１２月５日（土）全９回 

        【場 所】  ダイハツ九州（株）大分(中津)工場（中津市） 

         【修了者】  ７社８名 

        

 

 

   ③ 射出成形金型保全技術者育成講座 

        保全活動で必要な精密肉盛り溶接技法と保全勘所の講習。 

     【協 力】 (株)大阪精密 

      【期 間】  令和２年６月１７日（水）～１１月１８日（水） 全５回 

 【場 所】  大分県立工科短期大学校（中津市） 

      【修了者】  ４社４名 

      

 

 



（２）次世代自動車研究会セミナー 

      環境規制、電動化の最新情報や工場管理の考え方などを学ぶセミナーを開催するとと

もに、次世代自動車に関する部品試作に対する支援を実施。 

〈第１回〉 

       【テーマ】世界で戦える工場マネージャー養成講座 

“強い工場に導く管理者に必須のスキルを習得する” 

※大分県 LSIクラスター形成推進会議と共催 

      【開催日】 令和２年１２月１５日（火）１０：００～１６：００ 

       【場 所】  大分県産業科学技術センター 

      【講 師】  ジェムコ日本経営コンサルティング事業部 

                       本部長コンサルタント 古谷 賢一氏 

      【参加者】 １２社２１名（うち会員８社１０人） 

         

     

〈第２回〉   

        【テーマ】 世界の自動車用パワートレーンの最新・将来技術と規制動向 

      【開催日】 令和３年１月１８日（月）１０：００～１６：００ 

       【場 所】  大分県立工科短期大学校アネックス棟 

      【講 師】  K＆Kテクノリサーチ代表 加藤 克司氏                      

      【参加者】 １２社１７名 

         

 

 



      〈第３回〉  

        【テーマ】コロナが変えた世界の構造～勝ち残る企業の条件 

※大分県 LSIクラスター形成推進会議と共催 

      【開催日】 令和３年３月１８日（木）１４：００～１６：００ 

       【場 所】  ホテル日航大分 オアシスタワー 孔雀の間 

      【講 師】  ジャーナリスト 財部 誠一氏                      

      【参加者】 ３０団体３６名（うち会員９社１２人）＊来場者のみのカウント 

         

 

   （３）次世代自動車関連産業参入事業費補助 

会員が行う、次世代自動車（ＨＶ・ＥＶ等の電動車や運転支援機能搭載車等）に関す

る部品や、製造装置の開発等を行う会員企業の先進的な取組に対し経費の一部を補助。 

   【募 集】 令和２年５月１２日（火）～令和２年８月３１日（月） 

   【条 件】 補助上限５００万円、補助率１／２以内、２件程度 

【結 果】 応募１件、採択１件 

■採択事業 

【採 択】 由布合成化学(株)大分工場 

   【事業名】 次世代自動車（HV・EV）用電池冷却用ブロワファンの樹脂成型の要素 

技術開発に必要な非接触三次元測定機の導入 

   【事業期間】 令和２年９月２４日（木）～令和２年１２月２１日（月） 

   【事業費】 ７，９９０，０００円 

   【補助額】 ３，９９５，０００円 

 

（４）技術アドバイザー 

   会員企業の技術力、ニーズを把握してアドバイスするとともに、1次サプライヤーの

地場調達情報の収集・斡旋などを行うアドバイザーを配置。 

     【スタッフ】 技術アドバイザー  行司 秀敏氏 

        （日産自動車九州(株)常務執行役員・管理部長） 

     【活動実績】 企業視察による県内企業力調査 １件 

            九州自動車産業アドバイザー等連絡会議への参加 



（５）現場改善セミナーの開催 

   生産現場の改善や技術力の向上を目的としたセミナーを開催。 

    

   ① 第１回機械保全保守セミナー（初級～中級編） 

      【開催日】 令和２年７月２８日（火）１０：００～１６：００ 

       【場 所】  大分県立工科短期大学校アネックス棟 

      【講 師】 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 

              高度ポリテクセンター 竹野 俊夫氏 

       【参加者】 １２社２２名 

      

 

② 第２回機械保全保守セミナー（上級編） 

      【開催日】 令和３年２月８日（月）１０：００～１６：００ 

       【場 所】  大分県立工科短期大学校アネックス棟 

      【講 師】 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 

              高度ポリテクセンター 竹野 俊夫氏 

       【参加者】  ８社１２名 

       

 

 

 



（６）産学連携による人材育成事業 

     工学系大学生等を対象とした「自動車関連工場見学バスツアー」を開催し、工場見学

や先輩の体験談を聴講。 

    【開催日】 令和２年９月２９日（火） 

     【参加者】 大分工業高等専門学校学生 ４年生 ３６名 引率２名 

     【見学先】  ㈱石井工作研究所曲工場 

      

 

（７）外国人材の受入環境等調査 

外国人材が多いと推測される自動車産業において、共通した課題がないかを把握す

るための調査を県内のシンクタンクである大銀経済経営研究所に委託し実施。 

〈調査方法〉 

項目 １次調査 ２次調査 

調査方法 

アンケート票を郵送にて送付し、

原則として郵送による回収のほ

か、一部ファクシミリや電子メー

ル、事業所への訪問によって回収 

 対象事業所に訪問しヒアリング 

１次：調査対象者数 
２次：調査対象者の

抽出方法と対象者数 

大分県自動車関連企業会加盟企業

を中心とした１８０社 

令和２年９月に実施したアンケー

トの回答企業１４１先から、大分

県自動車関連企業会と大銀経済経

営研究所で協議の上、特に興味深

い回答があった事業所１０先を選

出 

調査実施期間 
令和２年９月４日：送付 
令和２年９月２５日：回収期限 

令和２年１１月１２日～ 
令和２年１２月８日 

回答状況 
調査票発送数：１８０件 
有効回答数：１４１件 
有効回収率：７８．３％ 

 １０先 



※以下、関連事業 

（８）「自動車関連産業支援プロジェクトチーム」との連携 

    新規参入、取引斡旋・成立、マッチング、入会案内、九州自動車産業アドバイザー等 

連絡会議への参加など。 

     【スタッフ】 

        ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ    田中 順一氏（ダイハツ九州㈱） 

        ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 村木 豊勝氏（ダイハツ九州㈱） 

        ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ         三好 民郎氏（（公財）大分県産業創造機構） 

 

３ 取引拡大事業 

（１）商談会等への参加、出展支援 

      九州自動車・二輪車産業振興会議主催の展示商談会への参加、出展に対して会員企業

の参加の促進と出展料を助成。 

 

    ① 九州自動車部品現調化促進商談会 

     【期  間】 令和２年１０月１５日（木）～１６日(金） 

     【場  所】 福岡県中小企業振興センター（福岡市） 

     【参加企業】 会員企業８社（対面式５社、オンライン３社） 

        【内  容】 １次部品メーカー等へ PR 

       

   ②  ものづくりフェア 2020 オンラインダイジェスト 

     【期  間】 令和２年１０月１日（木）～ 

     【参加企業】 会員企業２社に対し、出展助成 

        【内  容】 ものづくりフェア 2020のオンライン上に出展 

 

（２）九州自動車産業アドバイザー等連絡会議開催 

      九州各県の産業振興団体等に所属する自動車産業アドバイザーの技術指導の研鑽及 

び連携の強化を目的として開催。 

   【主 催】 九州自動車・二輪車産業振興会議 

   【開催日】 令和２年９月３日（木） 

   【方 法】 Zoom によるオンライン会議 

   【内 容】 各県アドバイザー等の取組についての報告 他 

 

 

 

 

 



４ 雇用調整助成金個別相談会 

  雇用調整助成金制度について、雇用維持支援センターと連携し、5月と 7月に自動車関

連企業会向けに個別相談会を実施。 

    【開催日及び場所】 令和２年５月１８日（月）中津商工会議所 

             令和２年５月１９日（火）中津商工会議所 

             令和２年５月２０日（水）大分県北部振興局 

             令和２年５月２１日（木）豊後高田市役所 

             令和２年５月２２日（金）日田商工会議所 

             令和２年７月１６日（木）大分県北部振興局 

      【参 加 企 業 数】 １６社（うち会員１３社） 

 

           

５ 企業会情報の提供、その他 

（１）企業会ホームページの運営 

    企業会ホームページにより、会員企業はじめ、特別顧問(カーメーカー)、 

  顧問(関連団体等)、協賛会員(１次部品メーカー)、一般向けに随時情報を発信。 

  

（２）会員企業情報のデータベース化 

   会員等自動車関連企業の基礎情報をデータベース化し、会員情報は企業会ホームペー

ジに掲載するとともに、「大分県自動車関連企業会会員総覧」に編纂、印刷し、進出企

業等への情報提供等に活用。 

     

 

（３）企業会パンフレット及びクリアファイルの増刷。 

          

 
クリアファイル 企業会パンフレット 


