
 

平成 26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２６年度定期総会が開催され、活動方針・予

算・新役員などが承認されました。 

総会には正会員・賛助会員53社の内42名が出席

し、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「当協議会は、今年で設立９年目を迎え、各部

会、委員会活動の充実を図りつつ、組織強化に向け

て取組を加速させていきたい。この中で、法人化へ

向けた協議も引き続き進めていきたい。また、企業を

取り巻く環境は消費税の増税もあり、厳しい状況にあ

るが、会員同士の連携を通じて、魚沼発の技術や製

品開発などに取り組んでいきたい。」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、医療法人社団上村医院の上村院長

から「今求められる健康づくり・介護予防」と題

し、健康寿命を延伸するために求められる生活習

慣について、データに基づき分かりやすくお話を

していただきました。 

また、地域医療魚沼学校や魚沼地域医療連携ネ

ットワークについての説明から、地域医療の重要

性を再認識する機会となりました。U-big会員は

企業経営者として多くの従業員を雇用する立場で

あり、従業員の健康維持が企業活動の源になるこ

とを改めて感じることができる貴重な講演となり 

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   磯部 錦平 様 

新潟県魚沼テクノスクール校長     村山 敏幸 様 

魚沼市議会産業建設委員会委員長    本田  篤 様 

魚沼市議会産業建設委員会副委員長   森山 英敏 様 

(一社)新潟県電子機械工業会専務理事   本田 慶和 様 

十日町グループ夢２１ 会長      酒井 文夫 様 

 

 

      平成 26年度活動方針        

Ⅰ うおぬま発の技術や製品の発信 

産学官連携による付加価値の高い製品づくりと市等行政

との協働による地域活性化 

Ⅱ 次世代育成活動と教育活動の推進 

協議会の次の世代の育成と将来の起業家育成の推

進 

Ⅲ 企業支援体制の充実 

  協議会の組織体制の確立と事務局体制の強化 

 

 

【方針の具体的な内容】 

１ うおぬま発の技術や製品の発信 

   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、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、新技術、

新製品の開発など会員企業の技術力の向上を目

指します。また、展示会・見本市等への共同出展に

より、うおぬま発の技術力の向上を目指します。 

そのほか、下記プロジェクトチームを継続し、会

員企業の交流や連携により、個〄の企業が持つ技

術力を結集した地域活性化への取組や地域の特

◆ 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！ 

 

性である水、雪、森林や米などを有効に活用した

「魚沼ブランド」の創出と情報発信に行政、議会と連

携しながら取り組みます。 

 

プロジェクトチーム（ＰＴ）の事業計画 

① 新エネルギー関係開発ＰＴ 

一昨年に開発した水車型小水力発電機と、昨

年度改良した発電機を活用し、実用化に向けた

改良を行っていくとともに、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

で進めていきます。 

 ② 食品関係開発ＰＴ 

「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、商品を広く発信するため、魚沼の

食や酒を一堂に楽しめるイベントとして、うおぬま

版「食の陣」の開催について具体的な検討を行

います。また、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。 

 

２ 次世代育成活動と教育活動の推進 

会員相互による情報交換のほか、様〄な分野

での研修事業の実施により会員企業の技術力の

向上や、情報収集、経営判断の参考となるよう取

組を進めるほか、会員企業の技術者教育や人材

育成への活動を協議会全体での取組として強化

します。 

また、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「子どもものづくり推進事業」に継

続して取り組みます。 

 

３ 企業支援体制の充実 

協議会の法人化については、メリット・デメリット

や将来の組織運営など更に議論を深め、検討を

継続します。また、引き続き事務局員を継続配置

し、会員への情報提供のほか、定期的な企業訪

問や意向調査などにより会員への支援を強化しま

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、引き続き行政と協議

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、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。 

      平成 26年度新役員の紹介       

会 長  川井  義博  ホリカフーズ㈱ 

副 会 長  井口  孝司  山田精工㈱ 

副 会 長  大 平   實  ㈲大栄食品 

事 務 局 長  小 川   茂  小川電気㈱ 

会 計  坂 詰   仁  ㈱大力納豆 

監 事  中村  武信  ㈱中村バルブ製作所 

 〃    桑原  文夫  サンケン㈱ 

理 事  星  昌 夫  ㈱スター精密 

 〃    中川  久幸  シンコー㈱ 

 〃    杵渕  正夫  ㈱大沢加工 

 〃    山本  宏道  ㈱ソフト・ドゥ 

 〃    安部川洋司  ㈱栄工舎 

 〃    小関  義信  ㈱アートプリント角越 

 〃    桑原  浩二  ニューロング精機㈱ 

 〃    星   光 男  ㈱新潟プレシジョン 

 〃    平井  正尚  魚沼市森林組合 

技術開発委員長  安部川洋司  ㈱栄工舎 

事業委員長  風 間   健  玉川酒造㈱ 

研修委員長  高 橋   豊  ㈱本高砂屋新潟工場 

顧 問  平山  征夫  新潟国際情報大学 

 

 

 

○第48回スーパーマーケット・トレードショー2014  

 開催日時：平成26年2月12日～14日 3日間 

 会   場：東京ビッグサイト 

 出展企業：㈱大力納豆 

○あだち異業種フォーラム2014  

 開催日時：平成26年2月22日 

 会   場：足立区役所 庁舎ホール 

 出展企業：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26年3月5日 

 会   場：新潟市産業振興センター 

出展企業：㈱大沢加工、ホリカフーズ㈱ 



 

第４回十日町ｸﾞﾙｰﾌﾟ夢 21 との交流会 開催 

 

工技総研 技術開発セミナー ・  

長岡技術科学大学 技術開発懇談会 開催 

 

 

あだち異業種フォーラム 開催 

 

サイエンス・チャレンジ 開催 

 

 
 

2月20日(木)第4回となる十日町グループ夢21と

津南町異業種交流会との交流会がラポート十日町

で開催されました。 

グループ夢21の会員19社、津南異業種交流会の

会長からご参加いただき、U-bigからは事務局を含

め6名が参加しました。また、十日町市産業政策課

の江口課長からもご出席いただきました。 

第一部では、記念講演会としてNECフィールデ

ィング㈱ソリューション事業推進本部の坂井マネ

ージャー、グループ夢21会員企業の北越融雪㈱の

宮脇部長、㈱オスポックの服部様からご講演をい

ただきました。 

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39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(金) 

魚沼地域企業

の皆様に、技術

開発の取組や

産学官連携の

「キッカケ」を

掴んでもらお

うと、新潟県工

業技術総合研究所・魚沼市の主催で「技術開発セ

ミナー」が開催されました。工技総研の事業案内

や共同研究の事例紹介などが発表されました。

U-bigでは、工技総研より小水力発電の関係でアド

バイスをいただいていることもあり、今後も情報

交換を続けていきたいと思っております。 
また、引き続いて、長岡技術科学大学・（公財）

長岡技術科学大学技術開発教育研究振興会・魚沼

市の主催で、産学官連携事業として実施している

「技術開発懇談会」が開催されました。 

同大学の機

械系 磯部浩

巳准教授から

「超音波振動

を活用した切

削・研削の加

工特性向上」

をテーマに、

デモ機を用い

て分かりやすいご講演を行って頂きました。 

 

 

 

 2月12日(水)

魚沼市立湯之谷

中学校で、長岡

技術科学大学学

生を講師とした

サイエンス・チ

ャレンジが開催

されました。 

1年生60名が参加し、「虹色偏光スコープ」「DNA

ストラップ」「液体窒素」の３コースで講座を実施

しました。 

間近で見る科学実験に中学生は目を輝かせてい

ました。 

サイエンス・チャレンジ終了後には、講師とな

った長岡技大の学生がシンコー㈱へ企業訪問しま

した。将来の選択肢の一つとして、学生たちに魚

沼の企業を知ってもらう機会となりました。 

 

 

 

2月22日(土)足立区で開催された、「あだち異業

種フォーラム2014」へ参加しました。グループデ

ィスカッションでは、参加者を５チームに分けて

２交代で開催

され、１回につ

き１時間の時

間内で活発な

意見交換が交

わされ、その後、

製品展示会と

情報交換会が

行われました。 

 

 



 

第 18回機械要素技術展（M-Tech）に出展します!! 

お知らせ 

魚沼市補助金のご案内 

 

  

6月25日（水）～27日（金）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、

㈱栄工舎・㈱加藤精工・シンコー㈱・㈱新潟プレ

シジョン・山田精工㈱が出展します。 

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！ 

 

 

 

１ 魚沼市中小企業活性化支援事業補助金  

市内中小企業者等が行う新規市場の創出や新た

な事業展開に要する経費に対して補助金を交付す

るものです。 

≪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 

≪その他≫ 

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。 

 

① 展示会販路開拓支援事業 

≪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 

≪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魚沼ブランド創出支援事業 

≪補助対象事業等≫ 

対象事業：新製品及び新商品の開発、技術・マー

ケティング指導の受入に要する経費 

対象経費：原材料購入費、機械装置、工具器具等

の購入費、技術指導の受入に要する経

費ほか 

≪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：５００，０００円／回 

  

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 

※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。 

 

※掲載しているほかの支援制度については、市の

ホームページをご確認ください。 

 

 

◇魚沼市商工業支援制度説明会のご案内 

■日 時 5月23日（金）14:00～17:30 

 ■会 場 魚沼市役所 小出庁舎 

 ■受講料 無料 

 ■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21日（水）まで 

 

魚沼市補助金・お知らせについて

の問合せ・申込は 

魚沼市商工振興室へ 

（TEL 025-792-9753） 

 

 

 

 

 

 

 

－編集後記－ 

４月１日より魚沼市ものづくり振興協議会の事務局員と

してお世話になっている、江口智子と申します。ものづくり

に関しては知らない事が多く、企業訪問や皆さまとの交流

を通じて勉強させていただきたいと思います。 

魚沼市のものづくり技術の振興に努めてまいりますの

で、ご指導よろしくお願いいたします。 （事務局・江口） 

商工振興室のメンバーが変わりましたのでご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

前列（左から）青木課長・江口事務局員・坂井主事 

後列（左から）水落主任<事業>・星係長<研修>・ 

富永室長・桑原係長<技術開発> 

※ < >内は委員会名です。 


