上田市工業専門家派遣登録者名簿
2020年10月1日
No.

住所

1 上田市

2 千曲市

3 長野市
4 坂城町
5 上田市
6 上田市
7 東御市
8 上田市
9 上田市
10 坂城町
11 上田市
12
13
14
15

小諸市
上田市
上田市
安曇野市

16 富士見町
17 上田市

支援内容
・労働基準法および安全衛生法規の解説・指導
・採用（求人・入退社）事務手続
・メンタルヘルスに関する指導
・車両管理と安全運転業務
・給与・社会保険・労働組合
・消防法令に基づく業務
・社員教育・福利厚生・財務
・電機電子技術（計測及び制御機器装置）に関する指導
・超音波洗浄、脱気、脱泡技術に関する指導
・医療機器分野に関する指導
・圧力容器及び真空容器応用機器、環境試験装置に関する指導
・温度湿度計測器及び調節器に関する助言
・静電式センサに関する助言
・新商品開発及び企画に関する助言
・産学官連携支援指導 ・公的資金申請支援・指導
・機械設計 ・プラスチック金型設計 ・繊維学部非常勤講師（機能機械科設計製図）
・技術部設計、見積（製品の値付け）
・ＩＴ関係（プログラム作成経験あり） ・テクノ財団コーディネータ
・圧力センサーの開発に従事 ・サポイン管理
・開発設計業務 ・品質保証
・医療機器、製造販売業、製造業、取得業務
・海外現地法人の設立 ・海外販売体制の構築
・貿易輸出、輸入業務 ・北米及び東南アジア地域の販路開拓
・電子機器開発設計（アナログ回路） ・機能分析設計 ・工程改善
・電子機器の設計、生産技術
・経営企画
・統合ISO（ISO9001、ISO14001）の導入、再構築支援
・社員の自立性を引き出す改善活動の指導（5S含）
・49年に亘る海外との交渉経験、海外でのｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ及び現在進出している企業の問題
・経営診断、工程改善、5S、従業員教育
・法律問題一般に関する助言・指導
・製造工場の生産性向上支援（5S,合理化等） ・ITｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ
・経営改善
・技術（アイデア）の商品化、事業化（生産、販売まで一貫フォロー）
・プラスチックの射出成形技術に関する事項
・機械のメンテナンス技術に関する事項
・品質保証に関する事項

・機械設計 ・射出成形機開発
・MEMSによる微細加工技術
・汚れ・異物分析技術
19 上田市
・洗浄技術・接着技術
・商品開発（光学部品・ﾚｰｻﾞｰ開発12年間携わる）
・材料知見（ｱﾙﾐﾅｾﾗﾐｯｸｽ、ｻﾏｺﾊﾞ、鉄ﾈｵｼﾞ系磁石開発の経験による）
・医療機器（骨塩量測定装置）の企画から設計開発（X線、超音波）
・実験動物用X線CT装置の企画から設計開発
20 上田市
・薬事申請対応
・設計開発管理
・製品開発・設計管理、設計検証、特許申請、製造責任（30年）
・工程改善（トヨタ生産方式）、生産管理（5年）
21 東御市
・クレーム対応、ロスコスト提言、ISO9001対応（2年）
・環境管理（ISO14001）対応（2年）
・監査（コンプライアンス、内部システム、CSR）（5年）
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ・Facebook等Webｻｲﾄ導入ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ活用支援（10年）
・各種Webｼｽﾃﾑ（ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ、ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ等）の仕様設計・導入支援（10年）
22 東御市
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ活用ｾﾐﾅｰ、Facebook活用ｾﾐﾅｰ、ﾈｯﾄｾｷｭﾘﾃｨ対策ｾﾐﾅｰ等（10年）
・社内LAN構築導入支援（15年）
・エコアクション21認定、登録のコンサルタント
23 小諸市
・企業の「５Sの継続」「改善活動」「省エネ」について講義、アドバイス
・健康経営、おもてなし経営について講義
・ものづくり支援：製品・技術開発、生産管理、品質管理、ISO9001・14001認証取得
24 小諸市
・食品安全体制構築：HACCP、JFS・E、ISO22000、FSSC22000
・人材育成：後継者・管理者教育、目標管理
25 神奈川県横浜市 ・バイオテクノロジー、微生物基礎、培養技術
・広告制作（特にコピーライティング）経験40年、現フリーコピーライター
・自然解説（植物、野鳥、生態系）経験17年、カルチャーセンター、ピッキオ等で時々、自
26 小諸市
然解説の講師
※広告制作は深い意味でなく、広く、企業のコミュニケーション活動をサポート。
・財務会計 ・創業支援 ・再建支援 ・経営診断 ・経営計画作成支援 ・事業承継支援
27 坂城町
・資金計画支援 ・補助金申請支援等
・医薬品（化学合成薬品、製剤等）の研究開発、製造管理、品質保証
・環境マネジメントシステム構築、運用支援及び登録審査業務（14年）（ISO14001、エコ
アクション21）
28 上田市
・品質マネジメントシステム構築、運用支援及び登録審査業務（15年）
・食品安全マネジメントシステム構築、運用支援及び登録審査業務（7年）

資格
・第一種衛星管理者
・危険物取扱者乙種第4種
・防火管理者（甲種）
・パートタイム雇用労務管理者
・第3種電気主任技術者
・第二種電気工事士
・認定電気工事従事者認定
・幸甚担当者 DD第三種/AI第三種
・危険物取扱者乙種1、2、3、4、5、6類
・低圧電気取扱業務に係る特別教育及び特別教育講師養成修了資格
・機械設計1級

・一級射出成形技能士
・電子機器組立1級
・ビジネスキャリア（経営戦略中級）
・中小企業診断士
・エコアクション21審査人
・中小企業診断士
・弁護士
・国際物流管理士
・射出成形技能士（2級）
・危険物取扱者
・電気工事士
・ISO9000内部品質監査者

18 上田市

29 上田市

30 東御市

31 東御市

32 上田市

・公害防止管理者（水質2級）
・衛星管理者

・甲種防火管理

・APTC Administrator

・エコアクション21審査人
・二級ボイラー技士
・中小企業診断士
・国際HACCP同盟ﾘｰﾄﾞｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
・経営革新等支援機関
・農学博士

・中小企業診断士
・Ｍ＆Ａシニアエキスパート
・ｴｺｱｸｼｮﾝ21審査人
・環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査員
・品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査員
・食品安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査員
・公害防止管理者：大気関係第二種、水質関係第二種
・産業廃棄物処理業
・EA21審査員：EA21ガイドラインに基づく環境経営の審査、指導
・公害防止管理者
・Eco－CRIP支援相談員：環境マネジメントシステム構築のための指導（コンサルタント） ・機関物取扱者免状
・第3種電気主任技術者取得
・ISO14001の内部監査の指導
・家庭・事務所・工場の設備・建物の省エネ技術指導
・環境マネジメント（EMS）エコアクション21審査人（登録番号100042）
・環境マネジメントシステム（EMS）のエコアクション２１の認証取得指導
・エネルギー管理士（認第1-31371号）
・国、県、市の「ものづくり補助金」・中小企業支援関係の補助金獲得支援
・環境関連の商品開発支援
・第3種電気主任技術者（第18-1551号）
・ファシリテーション技術・ブレイクスルー思考を駆使して、主体的な人材育成
・ISO9001：2015品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの構築及びｼｽﾃﾑ全般指導
・JRCA承認 ISO9001：2015審査員研修終了及び合格
・ISO14001：2015品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの構築及びｼｽﾃﾑ全般指導
・ISO9001品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑおよびISO14001環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ内部監査員育成、教 ・CEAR承認 ISO14001：2015審査員研修終了及び合格
育、指導
・原価計算・経営管理・事業企画指導
・上場手続き支援
・5S活動を通した経営改革指導
・組織体制作り、マニュアル作成、改善活動を含む運営指導

上田市工業専門家派遣登録者名簿
2020年10月1日
No.

住所

33 上田市

34 軽井沢町

支援内容
合理化、省力設備等の設備設計（メカ、ソフト両方）や企画ができ、今までに国内、海外
で組立設備の多くの立ち上げをしています（海外 インド、インドネシア、タイ、メキシコ、ア
メリカ）
最先端の合理化、省力化の提案により、生産力向上、利益確保の提案ができます。
※ソフト設計は、シーケンス制御、画像処理、タッチパネル等になります
・ブランディングの為の市場調査の設計と実施
・企業のマーケティング戦略策定
・広告宣伝の戦略策定と制作
・ＳＮＳの利用と企業広報・個人情報管理のスキーム策定

●製造業の工場改善
・生産性向上改善：５Ｓ３定にはじまる基礎改善、ライン設計、ＩＥ手法、ネック工程の集中
改善
・生産管理改善：生産計画によるモノづくり・生産管理統制の仕組み改善、リードタイム短
縮
・品質改善：品質不良の低減・撲滅（なぜなぜ分析、シックスシグマ）、工程能力の向上
・間接（設計、調達等）業務改善：業務フローと時間分析をベースとした間接業務の付加
35 神奈川県藤沢市 価値向上
●人材育成
・管理・監督者を対象とした人材育成研修：事業計画、製品開発、をテーマとする実践型
研修
・現場作業者の改善教育：知識教育と実務をリンクした基礎力向上
●ＨＡＣＣＰ計画の立案支援

資格
・電気工事士2種
・危険物乙4種
・衛星管理者1種
・クレーン
・玉掛け等
・JCPC プライバシーコンサルタント（2008/10～）

・中小企業診断士（Ｈ25/4）
・危険物取扱者 甲種（Ｓ61/8）
・特定高圧ガス取扱主任者（Ｈ5/10）
・シックスシグマ ブラックベルト（Ｈ12/6）

●補助金等中小企業支援事業への申請書作成支援

36 東京都杉並区

37 上田市

38 上田市

39 青木村
40 上田市
41 上田市

自動車部品向けの鋳造、ダイカスト、精密加工業、住宅等向け窯業、ユニフォームや刺
繍等の衣料・縫製業、地域の農産物等を用いた食品製造業、資源リサイクル業、民宿や
旅館、飲食店、鉄工業等の中小企業、小規模事業者の経営戦略の構築支援が可能で
す。また、地域活動を行うNPOや大学の運営支援も行っています。
・射出成形について（成形機技術、成形加工技術、他）
・シーケンス制御について
・カーボンナノチューブ（CNT)について（CNT/樹脂複合材料、他）
・研究開発業務について
・サーボ技術、インバータ技術、機械力学、機構学、センサ技術、油空圧技術、ロボットな
ど周辺技術、欧州、中国、国内等の各規格適合対応
・ISO9001マニュアル、規定管理、外部審査、内部監査対応
・開発部門の技術管理、運営、ISO9001の体系に沿った製品企画から試作、量産、市場
対応
・人材育成、リーダー育成 ・組織マネジメント
・マネジメントシステム構築、運用、評価
・マイコンシステムの設計、プログラミング
・IoTによるデータ収集システムの構築
・Visual Studio（VB、VC#）によるアプリケーション開発
・微生物培養 ・遺伝子クローニング ・DNAシークエンシング
・ゲノムシークエンシング ・遺伝子発現解析等

・中小企業診断士（Ｈ15/3）

・特級射出成形技能士（2000年3月取得）
・第三種電気主任技術（昭和63年）
・第二種情報処理技術者（平成元年）
・アナログ第二種工事担当者（平成8年）
・危険物取扱者乙種4類（平成27年）
・ＱＣ検定3級、ＱＣ検定2級（平成27年）
・パフォーマンスエンハンスメントコーチ（2012/11/23）
・ISO9001審査員、ＩＳＯ14001審査員（2017/10/1）

・農学博士

