◆ 事務局：魚沼市役所商工振興室内 ℡ 025-792-9753

平成 27 年度 定期総会を開催！
去る４月１５日(水)午後３時から、会館魚新を会場

fax 025-793-1016

【ご臨席いただいたご来賓の方々】
魚沼市長

大平 悦子 様

に平成２６年度定期総会が開催され、活動方針・予

(公財)にいがた産業創造機構副理事長

杉山 順爾 様

算・新役員などが承認されました。

新潟県議会議員

皆川 雄二 様

総会には正会員・賛助会員50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

新潟県魚沼地域振興局長

小林 康昌 様

長から「平成27年度は当協議会設立10年という節目
を迎え、これまでの活動を振り返り今後の10年を考え

新潟県魚沼テクノスクール校長

村山 敏幸 様

魚沼市議会

浅井 守雄 様

る年となる。各部会、委員会活動の充実を図り、組織
強化に向けて取組を加速させていきたい。また、設立
10周年を記念し5月30日には記念イベントを開催する

魚沼市議会産業建設委員会委員長

本田

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

ので、是非多くの方から来場して欲しい。」と挨拶。続

十日町グループ夢２１

山田 千代 様

新潟県工業技術総合研究所
中越技術支援センター長
議長

会長

磯部 錦平 様

篤 様

いて、大平市長、（公財）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。

平成 27 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

講演会講師：株式会社エーワン精密

梅原 氏

講演会では、株式会社エーワン精密 取締役相
談役 梅原勝彦 氏から「私はこんなことを考えな
がら『強い町工場』を創りました」と題し、38 年
間売上経常利益率 35％超を続けてきた、経営に対
する貴重なお話をしていただきました。
利益を出し続けることが重要であり、社員の雇
用と会社の成長につながっていくことを再認識し、
社員に対する思いを改めて考える機会となりまし
た。また、経営者として実践してきた具体的な経
営方法を学べる貴重な講演となりました。

【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・新潟県工業技術総
合研究所等との産学官連携を推進し、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、会員企業同士の連携による共同受注や共
同開発に取り組みます。また、展示会・見本市
等への共同出展により、うおぬま発の技術や製
品の発信や販路の拡大を目指します。
地域の特性である水、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、商品を
広く発信するため、魚沼の食や酒を一同に楽し

めるイベントとして、うおぬま版「食の陣」の
開催について検討を進めていきます。また、Ｉ

を強化するとともに、技術開発における国・県等の
補助事業の活用について、会員企業がより活用し

Ｔを利用した情報発信のため「うぇる米魚沼編

やすくなるためのサポート体制を強化します。

集会議」にも参画し、市行政と連携しながら販

また、次代を担う子ども達へのものづくりを教える

路拡大について取り組みます。
そのほか、下記「新エネルギー関係開発プロ

場としての活用と、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

ジェクトチーム」を継続し、会員企業の交流や

重ねていきます。

連携により、個々の企業が持つ技術力を結集し
た地域活性化への取組を推進します。

設立 10 周年記念事業
・U-big フェスティバル～魚沼市ものづくり振

プロジェクトチーム（ＰＴ）の事業計画

興協議会 10 周年記念～開催

・新エネルギー関係開発ＰＴ

平成 27 年 5 月 30 日（土）響きの森公園（魚沼

小水力発電装置開発について、平成 24 年度

市干溝）にて、当協議会の設立 10 周年を記念し、

に魚沼市からの委託を受け水車型とスクリュー
型の試作を行い、平成 25 年度には魚沼市の補
助金を受けダイナモの改良を行いました。

会員企業の従業員とその家族及び広く一般市民
を対象に、協議会の PR と交流を目的に記念事業
を開催します。

昨年度に補強を行った水車型小水力発電装
置の実証実験を継続するとともに、実用化に向
けた改良を進めていきます。また、環境に配慮し
た魚沼発の新製品の創出について行政と連携
をとる中で進めていきます。

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

２

次世代育成活動と教育活動の推進

ます。

会員相互による情報交換のほか、個々の企業
の問題点や課題を共有し、助け合いながら企業
の技術力の向上と成長を目指します。様々な分
野での研修事業の実施による技術者教育や人
材育成に加え、経営者を中心とした学習会を協
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、次代を担う子ども達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
会員企業の支援体制の充実・強化を目指し、協
議会活動の会員企業内への認知を高め、社内の
各部門で必要に応じ、協議会を効果的に利用でき
るよう周知を進めます。また、市民に対しても協議
会がより身近な存在となるよう周知に努めます。本
年は、協議会設立 10 周年の節目の年であるので、
これらのために U-big フェスティバルを一般市民・
社員の多くの参加を得られるよう開催します。
引き続き、協議会の法人化に向けた情報収集を
行いながら検討を継続します。また、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

各種展示会へ会員企業が出展しました！
○第49回スーパーマーケット・トレードショー2015
開催日時：平成27年2月10日～12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
○にいがた食・環境・健康の展示商談会 しょくエコプラス
開催日時：平成27年3月13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㈱、㈱ゆのたに
しょくエコプラスへは、会
員企業3社と事務局で視察
に行ってきました。食品の
他に環境に配慮した製品
が展示されていました。
○MEDTEC Ｊａｐａｎ２０１５
開催日時：平成27年4月22日～24日 3日間
会
場：東京ビッグサイト
出展企業：山田精工㈱
医療専門の展示会に、
山田精工㈱が初出展しました。

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
十日町ｸﾞﾙｰﾌﾟ夢 21 との交流会 開催
1月26日(月) 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。
工技総研と農業総合研究所の事業案内や事例紹
介などが発表されました。農業総合研究所の事例
紹介として、㈱大
沢加工の雪室から
発見された乳酸菌
“ウオヌマ株”が
紹介されました。
ウオヌマ株を活用
した新商品の開発
につながるよう期
待しています。
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 宮下幸雄准教授から
「異種金属
および樹脂／金属
異材レーザ接合」
をテーマに、詳細
な実験結果を踏ま
えたご講演を行っ
ていただきました。
また、今年で5回目となる十日町グループ夢21と
の交流会も併せて開催し、市内外企業から多くの
参加を得ることが出来ました。技術開発懇談会で
ご講演いただいた宮下教授を含め大いに盛り上が
りました。
十日町グループ夢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。

魚沼市小中学校との意見交換会

開催

2月16日(月)魚沼市小中学校の校長先生及びキ
ャリア教育担当先生とU-big理事メンバーによる
意見交換会を開催し
ました。
7月に行った教育
委員会との意見交換
会を踏まえ、キャリ
ア教育に対する学校
教育現場の意見を聞

く機会となりました。職場体験学習の現状につい
て学校が求めている意見を伺い、U-bigとして将来
の起業家育成の推進に寄与できるよう、より一層
協力体制を強化していきたいと思います。
U-bigフェスティバル
～魚沼市ものづくり振興協議会10周年記念～
を開催します！

U-bigでは、今年設立10周年を迎え「U-bigフェ
スティバル～魚沼市ものづくり振興協議会10周年
記念～」と題した記念イベントを開催することと
なりました。
会員企業の従業員とその家族、市民の交流を目
的に、
会員各企業とU-bigのPRを行い魚沼市の産業
活性化を目指します。
様々なものづくりを体験できる広場やステー
ジイベントの実施、クイズやビンゴ大会のお楽し
み企画と協議会の食品部を中心とした屋台の出店
を行います。また、会員企業のポスターや製品の
展示を行い、参加者へのPRを行います。
是非、ご家族、ご友人お誘い合わせのうえご来
場ください。
開催日時:平成27年5月30日（土）
午前10時～午後3時
会
場:響の森公園、魚沼市小出郷文化会館
ロビー（魚沼市干溝1848-1）
参 加 費:無料
ステージイベント
①吉本お笑い芸人「ひので」ライブ
②アマチュアバンド「地蔵音楽団」による演奏
③バルーンパフォーマーJinによるステージ
④景品付き 魚沼クイズ大会＆大ビンゴ大会
ものづくり体験広場
①３Dプリンタ 実演＆コマ回し競争
②ポンポン船作り
③紙飛行機を作って競争
④よもぎ大福作り
※詳細は別紙チラシをご覧ください。

第 19 回機械要素技術展（M-Tech）に出展します!!

6月24日（水）～26日（金）にかけ、東京ビッグ
サイトにて、M-Techが開催されます。昨年に引き
続き、㈱栄工舎・㈱加藤精工・シンコー㈱・㈱新
潟プレシジョン・山田精工㈱の5社が出展します。
参加企業が自社の製品はをはじめ、
「魚沼のもの
づくり技術」について全国へＰＲしてきます！

魚沼市補助金のご案内
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。

≪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。

お知らせ
◇ビジネスシュミレーション研修のご案内
■日 時 5月14日（木）9:00～17:00
■会 場 小出ボランティアセンター
■受講料 無料
■内 容 グループワーク など
■締 切 5月11日（月）まで
魚沼市補助金・お知らせについて
の問合せ・申込みは
魚沼市商工振興室へ
（TEL 025-792-9753）
－編集後記－
U-bigの事務局員としてお世話になって1年が経ちまし
た。まだまだ分からない事が多く、企業訪問や皆さんとの

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

交流をとおして勉強させていただきたいと思います。また、
今年はU-big設立10周年の節目となり、これからの10年を
皆さんと一緒に考えていきたいと思います。U-bigフェステ
ィバルへは是非、足を運んでください！（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。

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

前列（左から）佐藤係長<研修>・江口事務局員・坂井主任
後列（左から）水落主任<事業>・浅井係長<技術開発>・
大渕課長・星室長・柳瀬推進員
※< >内は委員会名です。

