
 

平成 25年度 定期総会を開催！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

去る４月１８日(木)午後３時から、会館魚新を会場

に平成２５年度定期総会が開催され、活動方針・予

算などが承認されました。 

総会には正会員・賛助会員54社の内41名が出席

し、魚沼市大平市長をはじめ多数のご来賓からご臨

席をいただき盛会に開催されました。 開会にあたり、

川井会長から「平成25年度は引続き部会・委員会活

動を活発化させ、より実のあるものにしていきたい。ま

た、法人化に向けて更に議論を深め、組織強化に繋

げていきたい。依然として企業活動に大きく影響を与

える事柄が山積していますが、刻々と変わる環境を

見据え、会員同士が連絡を密にとりあい、お互いが

協力することでこれらの課題に対処していきたいと思

います。」と挨拶。続いて、大平市長、公益財団法人

にいがた産業創造機構杉山副理事長からご祝辞を

いただきました。議事については、全ての議案が承

認されました。 

講演会では、新潟県工業技術総合研究所の野中

所長から「グローバル化の中での企業のあり方と

支援機関の活用」と題し、リーマンショック以降

の経済の縮小、東日本大震災後の産業の空洞化の

中で国内企業の生き残りのための人材育成・技術

開発の重要性についてご講演いただきました。ま

た、企業間連携・産学連携により新分野への進出、

自社製品の確立、試作対応型企業・高付加価値部

品加工企業への移行を目指すにあたり、工技総研

の利用をＰＲされ、U-bigの企業間連携や産学連

携事業に対し、大変参考になるお話を伺いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご臨席いただいたご来賓の方々】 

魚沼市長 大平 悦子 様 

(公財)にいがた産業創造機構 副理事長 杉山 順爾 様 

新潟県工業技術総合研究所 所長 野中 敏 様 

国立大学法人長岡技術科学大学 学長 新原 晧一 様 

新潟県議会議員 皆川 雄二 様 

新潟県魚沼地域振興局長 大橋 直樹 様 

新潟県産業労働観光部産業振興課長 渡辺 琢也 様 

新潟県工業技術総合研究所 

中越技術支援センター長 佐藤 清治 様 

新潟県魚沼テクノスクール校長  髙橋 義弘 様 

魚沼市議会 議長       佐藤 守 様 

〃  産業建設委員会委員長 森山 英敏 様 

〃  産業建設委員会副委員長 星 吉寛 様 

(一社)新潟県電子機械工業会 専務理事 吉野 孝也 様 

十日町グループ夢２１ 会長   酒井 文夫 様 

 

      平成 25年度活動方針        

Ⅰ 魚沼市独自の新産業の確立 

 市等行政との協働による企業が育つ環境づくりの推進 

  将来の起業家育成活動の推進 

Ⅱ 企業間連携による新規事業の立上げ 

  農商工・観光等との連携による魚沼ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの創出 

Ⅲ 将来を見据えた協議会の組織体制の確立 

  事務局体制の強化と企業支援体制の充実 

 

【方針の具体的な内容】 

１．魚沼独自の産業構造の確立 

   個々の企業のもつ高い技術力を結集し、技術のま

ちづくりを推進するとともに、市行政・議会との連携の

もと魚沼市産業施策の推進に積極的に参画していき

ます。また、国・県・大学・(公財)にいがた産業創造機

構（ＮＩＣＯ）・新潟県工業技術総合研究所等との産学

官連携を更に推進し、魚沼市の産業基盤の強化を図

る取組を推進します。 

   他にも、地域のものづくり企業の後継者育成として

次代を担う子どもたちにものづくりの楽しさを伝えてい

くため「子どもものづくり教室」に継続して取り組みま

す。 

 

◆ 事務局：魚沼市役所商工振興室内 ℡ 025-792-9753  fax 025-793-1016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

各種展示会へ会員企業が出展しました！ 
 

第３回十日町ｸﾞﾙｰﾌﾟ夢 21 との交流会 開催 
 

２．企業間連携による新規事業の立上げ 

会員企業の交流や連携により、付加価値の高い製

品づくりや開発・提案型企業への移行を促進するた

め、下記プロジェクトチームを継続し、新規事業の立

上げを目指します。 

また、複数社の受注や会員企業への受注紹介な

どの事業を展開していくとともに、豊富な水・雪、山菜

や森林など地域資源を有効に利用し、農商工・観光

等の様々な産業の連携により「魚沼ブランド」創出に

取り組みます。 

 

プロジェクトチーム（ＰＴ）の事業計画 

 ① 田の草取りロボット開発ＰＴ 

  田の草取りロボットの開発を会員企業連携により

推進してきましたが、取組を開始して４年目となり、

実走試験等を通じ改良を重ねノウハウを蓄積しま

した。しかしながら、実用面では課題が多いことも

あり、今後は別の方向で活用できるよう検討をし、

引続き提案型・開発型企業を目指していきます。 

② 新エネルギー関係開発ＰＴ 

    昨年度に取り組んだ小水力発電装置の開発を

はじめとした新エネルギー分野において多方面で

の開発を検討するとともに、環境に配慮した魚沼

発の新事業の創出について行政と連携をとる中

で検討を進めていきます。 

 ③ 食品関係開発ＰＴ 

   「うまい・魚沼・満喫プロジェクト」等とも

連携しつつ、「魚沼ブランド」を活かした新商品

の開発に取り組むとともに、ITを利用した情報発信

のため「うぇる米魚沼編集会議」にも参画し、販路

拡大について取り組みます。 

 

３ 将来を見据えた協議会の組織体制の強化 

平成 24年度は、法人化検討チームにより法人

化への移行について検討しました。今年度は更に

議論を深め、会員からの意見を反映させるとともに、

丁寧に説明していく中で、法人化の具体化に向け

て進めていきます。また、引続き事務員を継続配

置し、会員への支援を強化するとともに組織強化

に向け会員増を目指します。 

また、次代を担う子ども達へのものづくりを教える

場として活用したり、会員企業が集まり議論を重ね

られる拠点の確保に向け、引続き行政と協議を重

ねていきます。 

 

４ 部会と委員会の積極的活動 

  「委員会」は事業で分類し、「部会」は主に業種

で分類して組織しています。部会活動が充実する

ことで協議会の基盤の強化につながることから、部

の統廃合も考慮し、今以上に全会員が参加しやす

い環境づくりを目指します。 

 

      新規加入会員のご紹介       

(株)加藤精工 代表取締役 加藤 正樹 

（魚沼市虫野）   

(有)ソワン 代表取締役 渡辺 頼敏 

 （魚沼市井口新田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「雪国・魚沼」うまいもの市  

 開催日時：平成25年1月16日～18日 3日間 

 会   場：ブリッジにいがた（東京都日本橋） 

 出展企業：㈱大沢加工、小川電気㈱、玉川酒造㈱、

ホリカフーズ㈱ 

○第47回スーパーマーケット・トレードショー2013  

 開催日時：平成25年2月13日～15日 3日間 

 会   場：東京ビッグサイト 

 出展企業：㈱大力納豆、㈱ゆのたに 

○あだち異業種フォーラム2013  

 開催日時：平成25年2月16日 

 会   場：足立区役所 庁舎フォール 

 出展企業：㈱栄工舎、ホリカフーズ㈱ 

○にいがた食・環境・健康の展示商談会  

 開催日時：平成25年2月27日 

 会   場：新潟市産業振興センター 

出展企業：㈱大沢加工 

 
 

2月19日(火)第3回となる十日町グループ夢21様

との交流会がミオンなかさとで開催されました。 

交流懇談会の様子 



 

長岡技術科学大学 技術開発懇談会 開催 
 

ＮＩＣＯ 技術開発チャレンジ交流会 開催 
 

小水力発電報告会を開催 
 

市長と U-big理事メンバーとの懇談会を開催 
 

グループ夢21の会員22社、津南異業種交流会の

会員2社からご参加いただき、U-bigからは事務局

を含め8名が参加しました。また、十日町市産業観

光部の大津部長、十日町市産業政策課の江口課長、

渡辺副参事からもご出席いただきました。 

第一部では、「私の会社経営を語る」というテ

ーマで、グループ夢21からは藤田会長様、U-big

からは杵渕副会長が講演を行いました。 

その後の懇親会では、関口十日町市長からもお

越しいただき、総勢35名で情報交換などを行い盛

会となりました。 

 グループ夢21様とは、今後も引き続き活発な交

流を行なわせていただきたいと思います。 

 
 

 1月24日(木) 
技術開発の取組

みや産学官連携

のメリットにつ

いて学んでもら

おうと、㈶にい

がた産業創造機

構・魚沼市の主

催で「技術開発

チャレンジ交流

会」が開催され

ました。 

 U-big会員で

平成22年度から

国の競争的資金

を活用して研究開発に取り組んでいる山田精工㈱

と㈱新潟プレシジョンからも、取組事例が発表さ

れました。 
 
 

1月24日

(木)産学

官連携事

業として

長岡技術

科学大学

が例年実

施してい

る「技術

開発懇談会」が小出ボランティアセンターで開催

され、U-big会員企業から15名が参加しました。 

同大学の機械系 田辺郁男教授から「日本のもの

づくり」をテーマにご講演を行って頂きました。 

 

 

 

 2月26日(火)大平魚沼市長とU-big理事メンバー

との懇談会が開催されました。 

始めに、大平市長から平成25年度重点施策につ

いてお話がありました。 

続いてU-big理事との意見交換会を行い、2期目

を迎えた大平市長に対し質問や意見などが出され

ました。 

 

 

3月22日(金)

平成24年度「魚

沼型小水力発

電活用実証等

業務委託」によ

り製作した、小

水力発電のデ

モ機等の成果

報告会を行いました。 

この事業は、地球温暖化防止の観点や原発事故

の影響から自然環境による再生可能エネルギーへ

の期待が高まる中、魚沼市の豊富な水資源を有効

活用した小水力発電機を設置して、市内製造業の

技術高度化や子どもたちへの環境教育に役立てる

というものです。 

U-bigでは、水車型・スクリュー型の2種類を製

作し、子どもたちの学習で活用するための持ち運

びが可能な手回し型の水車も製作しました。 

 

水車型デモ機 スクリュー型デモ機 

山田精工 井口社長 

新潟プレシジョン 星社長 



 

第 17回機械要素技術展（M-Tech）に出展します!! 

にいがた本高砂屋の店舗が KITTE にオープン! 
 

 

 3月21日

東京駅前に

オープンし

た“KITTE 

GRANCHE”に、

にいがた本

高砂屋が出

店していま

す。KITTE

限定の商品もありますのでぜひお立ち寄り下さい。   

にいがた本高砂屋HP http://www.niigata-hontaka.com/ 

 

  

6月19日～21日にかけ、東京ビッグサイトにて、

M-Techが開催されます。今年度は毎年参加してい

る、㈱栄工舎・シンコー電気㈱・㈱新潟プレシジ

ョン・山田精工㈱の４社に加え、4月から新規加入

した㈱加藤精工も出展します。 

参加企業が自社の製品はもちろんのこと、「魚沼

のものづくり技術」について全国へＰＲしてきま

す！ 

 

 

◇コミュニケーション研修のご案内 

■日 時 5月15日（水）9:00～16:30 

 ■会 場 小出ボランティアセンター 2階 

 ■受講料 無料 

 ■内 容 新入社員のための職場におけるコミ

ュニケーション研修 

■講 師 ㈱アルプスビジネスクリエーション 

 ■定 員 15名 

 

◇魚沼市商工業支援制度説明会のご案内 

 ■日 時 5月24日（金）14:00～15:30 

 ■会 場 小出庁舎 3階 302会議室 

■内 容 ①魚沼市の商工業支援事業概要説明 

②NICOの支援事業概要説明 

 ■締 切 5月20日（月）まで 

 

◇ビジネスシュミレーション研修のご案内 

■日 時 6月18日（火）9:00～16:30 

 ■会 場 小出ボランティアセンター 2階 

 ■受講料 無料 

 ■講 師 ㈱アルプスビジネスクリエーション 

  

上記についての問合せ・申込は 

魚沼市商工振興室へ 

（TEL 025-792-9753） 

 ◇魚沼市補助金のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先：魚沼市商工振興室(TEL 792-9753) 

お知らせ 

－編集後記－ 

事務局４年目を迎えましたが、まだまだ会員の皆様の取

り組みについて知らないことがたくさんありますので、時間

を見つけて訪問させていただきたいと思っております。会

員の皆様からも、ご意見等ありましたら、いつでも事務局

までご連絡下さい。 

事務局一同、市の産業振興につながるよう取り組んで

まいりたいと思いますので今年度もよろしくお願いします。 

     （事務局・関） 

① 魚沼市中小企業活性化支援事業補助金  

市内の事業所が自社製品・技術等の販路拡大を

図るため、展示会や見本市等に出展する場合、そ

の経費の一部が助成されます。 

予算の範囲内で交付決定がなされますので、展

示会等への出展が予定されている企業様は、お早

めに魚沼市商工振興室へご連絡下さい。 

≪申請できる企業≫ 

市内に本社、主たる事業所又は工場を有する中

小企業者等 

≪補助対象事業等≫ 

対象事業：他者が開催する展示会等への出展経費 

対象経費：出展料、出展時用品レンタル料、広告 

宣伝費 

※その他の補助、助成事業を受ける場合は、そ 

の額を控除した金額が補助対象経費となります。 

≪補助金の交付条件≫ 

補助率：補助対象経費の１／２以内 

限度額：１００，０００円／回 

同一年度内に２回まで申請可能です。 

② 魚沼市中小企業人材育成支援事業補助金 

市内の人材育成を実施する事業所を対象に、

研修費用等の助成を行っています。 

≪申請できる企業≫ 

市内に本社、主たる事業所又は工場を有する中

小企業者等 

≪補助対象事業等≫ 

対象事業：中小企業大学校などの研修機関が実施

する研修事業及び講座等の受講経費 

対象経費：受講料、宿泊料 

※その他の補助、助成事業を受ける場合は、そ 

の額を控除した金額が補助対象経費となります。 

≪補助金の交付条件≫ 

補助率：補助対象経費の１／２以内 

限度額：５０，０００円／回 

受講期間が２カ月以上の場合は10万円限度 

 同一年度内に２回まで申請可能です。 

 

 

 

         

http://www.niigata-hontaka.com/

