
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

念 頭 挨 拶 

－会員企業の連携による 

   U-big の活動を－ 

 

魚沼市ものづくり振興協議会 

会長 川 井 義 博 

 

 新年あけましておめでとうございます。 

会員の皆様には希望に満ちた新年をお迎え

のこととお慶び申し上げます。 

 昨年、魚沼市ものづくり振興協議会は設立か

ら 8 年目となる四期目の 2 年目に入り、4 月の

総会以来、活発な活動を行ってきました。 

会員企業とのつながりを基に、新たな取引先

を開拓し U-big の連携軸を構築する為、新たな

取組として、会員企業の取引先である企業と

U-big 会員企業との製品展示商談会を開催し、

また、小水力発電プロジェクトでは、昨年度魚

沼市からの委託を受けて製作した小水力発電機

を、外部からのアドバイスを受けながら改良に

取り組んでいるところです。今後も会員の皆様

の創意工夫、知恵を結集して「魚沼ブランド」

の創出にむけた取組を加速してまいりたいと思

います。 

 さて、日本経済に目を向けると安倍内閣は、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期にわたるデフレと景気低迷からの脱却のた

め、いわゆるアベノミクスを推進しました。第

一の矢「大規模な金融政策」、第二の矢「機動的

な財政政策」を実行したことで、日本経済は立

ち直りをみせ始めたと言われていますが、地方

経済への波及は未だはっきりとは見えておりま

せん。 

今後は、第三の矢である「民間投資を喚起す

る成長戦略」を強力に推進することとされてい

ますが、我々ものづくり企業への追い風となる

よう期待しております。 

今後とも昨年同様に会員皆が参加できる会

を運営の基本とし、市行政・議会と連携しなが

ら、事務局体制の強化、企業が育つ環境づくり

の推進、将来の起業家育成活動の強化など地域

の発展と地場産業の振興に寄与してまいる所存

でありますので、会員の皆様のご協力をよろし

くお願い申し上げます。 

最後に会員の皆様のご多幸とご繁栄をご祈

念し、新年のごあいさつといたします。 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

今回で 7回目となる小学生向け「夏休みものづく

り教室」が、8 月 22 日魚沼テクノスクールで開催さ

れました。 

魚沼テクノスクールからは、電気施設科・エクス

テリア左官科・木造建築科、U-big からは「太陽光

で走るソーラーカー」と題し、教材を活用し電気の

仕組みを学習しました。乾電池、ソーラーパネルの

2 タイプのモーターを使って太陽の下で走らせまし

た。その後

は、昨年度

U-big が製

作した手回

しの小水力

発電機を使

って電気の

大切さなど

を学習しました。 

【参加者アンケート抜粋】 

※実際の標記で記載しています。 

・ぼくはものづくり教室にはじめて参加しました。自

分達で考えられないような作品を作れてうれしいで

す。ありがとうございました。来年も参加したいで

す。 

・ものづくり教室はとても楽しかったです。僕はソーラ

ーカーを作ってとてもむずかしいと思いました。で

も完成するととてもこうふんしてすぐにやりたくなっ

てきました。家に帰ってからもたくさんソーラーカー

で遊びました。あと、モーターカーやプロペラカー

にも変えたりしました。ものづくり教室に行ってよか

ったです。ありがとうございました。 

・夏休みに入ってからさい玉県から魚沼市に来まし

た。ソーラーカーは、ぼくにはむずかしかったけれ

ど、楽しかったです。楽しい事が増えてよかったで

す。 

 

 

9月 20日、池袋ｻﾝｼｬｲﾝｼﾃｨにて「うまさぎっしり

新潟 食の大商談会」が開催され、U-big からは㈱

大沢加工、㈱ゆのたにの２社が出展しました。 

 

 

 

9月 19日～20日の 2

日間、三条地場産業

振興センターにて「三

条燕ものづくり連携フ

ォーラム」が開催され、

U-big のブースを展

示しました。会場では

コマ大戦も行なわれ、

賑わっていました。 

10月 24日、14回目の開催となる魚沼地域ビジネ

ス交流会に U-big会員企業 33社が参加しました。 

 第 1 部では、グループ別交流・個別交流・個

別商談会・各種相談会が行われました。 

第 2 部の基調講演では、㈱アクアビット代表取

締役の田中栄氏から、「未来予測レポートから見

える地方のものづくりの可能性」と題して講演が

ありました。 

また、製品展示ブースには、昨年に引き続き

学生が見学に訪れました。今年も市内の全中学

1 年生と国際大学の学生が訪れ、U-big 会員の出

展企業からは製品紹介などを中心に熱心に説明

していただき、地域の子どもたちに市内のもの

づくり技術について知ってもらいました。 

今後も、市行政と足並みを揃えて、様々な事

業に取り組んでいきたいと考えています。 

 

夏休み子どもものづくり教室 開催！ 

三条燕ものづくり連携フォーラム 出展 

魚沼地域ﾋﾞｼﾞﾈｽ交流会 2013 に 33 社参加 

うまさぎっしり新潟 食の大商談会 出展 



 

ホリカフーズ 

大沢加工 

 

 

11 月 5 日、UOSHIN にて魚沼市ものづくり振

興協議会全体会・平山塾が開催されました。 

全体会では、本年度の中間活動報告が行われ

ました。会員の要望に合わせた研修会や、会員

企業の取引先である企業と U-big 会員企業との

製品展示商談会を開催する新たな取組が行われ

たことなどが報告されました。 

また、U-big の法人化については、引き続き

部会・委員会での意見集約に努めるということ

で、法人化検討委員長の小川社長より報告があ

りました。 

全体会に引き続き、「平山塾」を開催し、当

協議会の顧問である平山征夫先生（新潟国際情

報大学学長）から「アベノミクスの行方と地域

経済」と題してご講演いただきました。消費税

引き上げの影響とその使途について、財政再建

の観点が必要とのお話、そして直近の課題であ

る減反政策の行方など、幅広い分野で示唆に富

んだお話しをいただきました。 

 

 

 

11月 11日～12

日の 2日間東京の

ベルサール神保町

にて、11月 29日魚

沼市地域振興セン

ターにて、「健康ビ

ジネスサミットうお

ぬま会議 2013」が

開催されました。6

年目となる今回は

東京会場と魚沼市

会場の 2会場で開催されました。展示ブースには

会員企業

のホリカ

フーズ㈱、

㈱大沢加

工の展示

ブースが

設置され

ました。 

 

 

  

12 月 13 日に「金融研修会」・「交流ボウリング

大会」を開催しました。金融研修会は賛助会員で

ある北越銀行の小出支店 黒﨑支店長を講師に、

「地域経済の状況と金融の現状」と題し講演を行

っていただきました。その後、(公財)にいがた産

業創造機構の担当者様から、中小企業に対する支

援策などについてご説明いただきました。 

その後、

会場を移動

し恒例のボ

ウリング大

会を行い、

交流が図ら

れました。

団 体 戦 で

は、委員会対抗で競い、事業委員会が優勝しまし

た。また、個人戦でも、白熱したプレーの中、高

スコアが続出しました。 

 

【ボウリング大会団体戦結果】 

1 位 事 業 委 員 会 トータルスコア 1503 

2 位 研 修 委 員 会 トータルスコア 1467 

3 位 技術開発委員会 トータルスコア 1252 

 

U-big 全体会・平山塾 開催 

金融研修会・ボウリング大会 開催 

健康ビジネスサミットうおぬま会議に参加 



 

 

 

9 月 10 日群馬

県昭和村にある

キャノン電子㈱

様の工場見学会

を研修委員会の

主催で開催しま

した。会員企業か

ら 11 名が参加し、大手企業の生産工程を見学す

ることができ有意義な見学会となりました。参加

者からは「社員教育が徹底されていて細かい所ま

で行き届いている」「さすがに世界一の工場を目

指しているだけあり作業のスピードが違う」など

驚きの声が上がっていました。 

 

 

 12月17日に安部川副会長、井口副会長、小川理

事、桑原理事、及び事務局６名で、平山先生へ年

末のご挨拶に伺いました。 

先生からは、特定秘密保護法への考え、アベノミ

クスによる経済効果や、新潟県の農業、今後魚沼市

が進むべき方向などについてお話しいただきまし

た。 

      新規加入会員のご紹介       

（株）新潟日進  取締役 平山 和幸 

※１１月１日から加入        （魚沼市吉田） 

 

 

◇工技総研「技術開発セミナー」 

 ■日 時 1月24日（金）16:30～17:20 

 ■会 場 小出ボランティアセンター 

■内 容 工技総研の事業案内、共同研究の事

例紹介、各種研究テーマの成果発表 

■参加費 無料 

 

◇長岡技術科学大学「技術開発懇談会」 

 ■日 時 1月24日（金）17:30～20:00 

 ■会 場 小出ボランティアセンター 

■テーマ 「超音波振動を活用した切削・研削

の加工特性向上」 

 話題提供者 機械系 磯部 浩巳 准教授 

■参加費 4,000 円 

 

◇あだち異業種フォーラム 2014 

■日 時 2月22日（土） 

■会 場 足立区役所庁舎ホール 

※U-bigとしてパンフレット等の展示を予定し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――― 編集後記 ――― 

新年明けましておめでとうございます。 

今年の干支は「午」。馬は「物事が“うま”

くいく」「幸運が駆け込んでくる」などと言わ

れる縁起のいい動物です。今年は、景気が“跳

ね上がる”ことを期待しています。 

会員の皆様にとって飛躍の 

年となりますようお祈りして 

います。本年もよろしくお 

願いします。(事務局 関） 

お知らせ 

平山先生年末訪問 

 

国の施策情報【中小企業支援】 

国の平成 25 年度補正予算案及び産業競争

力強化法に基づく中小企業支援策につい

てお知らせします。 

■補助金 

「中小企業･小規模事業者ものづくり･商

業･サービス革新事業」（試作品開発や設備

投資等に対する補助金） 

補助率： 3 分の 2 

上限額：700 万～1,500 万円 

 

■税制優遇 

「生産性向上設備投資促進税制」 

・要件を満たした設備の導入により、設備

の即時償却か、取得費の 5％税額（法人税）

控除を選択。 

 

その他の施策についても予算成立及び法

施行後、あらためて情報提供します。 

 

 

 

 キャノン電子㈱見学会を開催 


