
 

平成 29年度 定期総会を開催！ 
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去る４月１１日(火)午後３時から、会館魚新を会場に平成 29年

度定期総会を開催し、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48社の内41社が出席し、多数のご来

賓からご臨席をいただき盛会に開催いたしました。 

開会にあたり、川井会長から「国や地方では将来に向けが様々

な施策が検討されており、我々企業にとっても各種補助制度を活用

しやすい環境にある。この機会をチャンスとして捉え活用していきた

い。今年で設立12年目を迎え、部会、委員会活動をさらに発展させ、

実りある活動につなげたい。また、次世代に

よるNEXT円陣の活動も促進し、地域の活性

化を進めていきたい。」と挨拶がありました。 

続いて、魚沼市長、新潟県議会 皆川県議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。 

総会後の講演会では、魚沼市出身のタレントで魚沼特使である大桃美代子様か

ら「食、自然、文化、人、自慢したい魚沼の魅力。」と題し、幼少期の思い出や中

越地震発生時の様子、農業を主体とした地域の活性化の取組についてお話しいた

だきました。また、子どもたちから農業体験を通じて農業を面白いと感じてもら

い、将来の夢につながって欲しいと語っていました。 

 

【ご臨席いただいたご来賓の方々】 

 

      平成 29年度活動方針        

Ⅰ 企業間連携による魚沼発の技術や製品の発信 

  ◇会員企業間連携・産学官連携の促進と補助事業活用のためのサポート体制の整備 

Ⅱ 次世代育成活動と教育活動の推進 

  ◇会員企業内の次世代育成と子どもたちへのものづくり教育の推進 

Ⅲ 会員への支援体制の強化 

  ◇協議会活動の活性化と事務局体制の強化 

・魚沼市長              佐藤 雅一 様 

（代理 魚沼市商工観光課長     星野 隆 様） 

・新潟県議会議員           皆川 雄二 様 

・新潟県 商業・地場産業振興課長   藤井  操 様 

・新潟県魚沼地域振興局長       小幡 武志 様 

（代理 企画振興部長        中野 正喜 様） 

・新潟県工業技術総合研究所 

中越技術支援センター長   紫竹 耕司 様 

・新潟県魚沼テクノスクール校長    塚野 雅之 様 

・魚沼市議会 議長          浅井 守雄 様 

・魚沼市議会産業建設委員会委員長   岡部 計夫 様 

・魚沼市議会産業建設委員会副委員長  志田  貢 様 

・(一社)新潟県電子機械工業会 会長   島津 克吉 様 

・魚沼市企業支援アドバイザー     齋藤  博 様 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【方針の具体的な内容】 

１ 企業間連携による魚沼発の技術や製品の発信 

会員企業間での連携や国・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促進し、付加価値の高い製品づくりに取り組み、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・見本市等への積極的な出展により、うおぬ

ま発の技術や製品の発信、販路の拡大を目指します。 

国・県・市の補助事業の活用や補助金獲得のためのサポート体制を整備し、より多くの企業が補助

事業の活用に向け取り組めるようにします。 

魚沼市の重点施策「食でつながる元気なまちづくり推進事業」やＩＴを利用した情報発信「うぇる

米魚沼編集会議」に引き続き参画し、市行政と連携しながら販路拡大に取り組みます。また、行政や

ハローワーク、教育機関等との連携による「魚沼地域ものづくり人材確保対策検討会議」へ参画し、

地元企業への若者の就職を促進します。 

引き続き、魚沼市企業支援アドバイザーを積極的に活用し、個々の企業の課題認識と地域全体での

課題の共有により産業の活性化を目指します。 

 

２ 次世代育成活動と教育活動の推進 

会員企業のニーズを踏まえた研修事業の実施による技術者教育や人材育成、会員企業間の見学会や

情報発信による会員企業のレベルアップを図ります。また、情報交換を通じて、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。 

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。魚沼市教育委員会との連携

や地域の子どもたちへの職場体験、企業見学、魚沼人としての講演事業を推進します。 

新たに発足した「NEXT円陣」の活動強化と組織展開を進め、若い世代による地域の活性化への取

組みを検討していきます。 

 

３ 会員への支援体制の強化 

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

門での必要に応じ、協議会を効果的に利用できるよう周知を進めます。また、協議会の活動の活性化

と事務局体制の強化のため、事務局員を継続配置し、企業訪問やアンケートの実施による会員意識の

把握や法人化に向けた情報収集に取り組みます。引き続き、有効的な活動拠点の確保に向け、行政と

協議を重ねていきます。 

新たな会員の募集を行い、協議会の運営強化を目指します。 

 

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 29年度 役員の改正        

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    佐 藤  清  守門機工㈱ 

理 事 

機械部会長   桑原  浩二  ニューロング精機㈱ 

電気部会長   中川  久幸  シンコー㈱ 

食品部会長   佐藤総一郎  サトウ産業㈱【変更】 

交流部会長   山本  宏道  ㈱ソフト・ドゥ 

NEXT円陣部長 覚張 秀都  エフエム魚沼㈱【追加】 

理 事   小関  義信  ㈱アートプリント角越 

 〃     星  昌 夫  ㈱スター精密 

 〃     星   光 男  ㈱新潟プレシジョン 

監 事   中村  武信  ㈱中村バルブ製作所 

 〃     桑原  文夫  サンケン㈱ 

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   関  松雄  ㈱理研計測器製作所 

 

※食品部会長の変更と NEXT円陣部会長が追加とな

りました。新体制で今年度もよろしくお願いたします。 



 

      新規加入会員のご紹介        

株式会社カネコ商会 魚沼営業所長 本間 修  ※4月 1日から加入  （魚沼市七日市） 

 

 
 

1月25日（水）十日町グループ夢21と当協議会の交流

会を開催しました。毎年、開催地を交代で行っており、

第7回目となる今回は魚沼市での開催となりました。グ

ループ夢21からは8名の参加があり、合計で27名での交

流会となりました。 

第一部では、お互いの業務内容を改めて確認するため、

参加者全員による自己紹介と自社紹介を行いました。業

務内容を再認識し、コラボレーションや受発注につなげ

て欲しいと思います。 

第二部では、新年会を兼ねた懇親会を行い、名刺交換や情報交換など親睦を深めました。 

グループ夢21とは、今後も継続的に交流を行い、魚沼地域全体の活性化につなげたいと思います。 

 

 

 

2月21日（火）人事評価研修会 実践編を開催しました。

8月に開催した人事評価の基礎内容を踏まえ、具体的な評価

方法や演習を交えた内容となりました。 

また、評価後の本人通知や面談の必要性を紹介し、会社

が儲かるための評価の重要性を再認識しました。参加者か

らは、「演習を参考に自社でも取り入れようと思う」「評価

方法には色々な方法があると分かり参考になった」といっ

た感想がありました。 

今後も会員企業のニーズに沿った研修会を実施していき

ます。 

 

 

 

3月2日（木）魚沼市長と当協議会の懇談会を開催しました。12月に就任した佐藤雅一市長との初めて

の意見交換の場として、会員企業24社が参加しました。 

佐藤市長と川井会長のあいさつ後、質疑応答による意見交換を行い、参加者からの質問に市長から丁

寧に答えていただきました。 

今後も行政と連携を図りながら、地域産業の活性化に向け取り組みます。 

 

 

 

4月17日（月）新潟県議会 産業経済委員7名によるU-bigの視察が

行われました。U-bigの設立背景から現在の活動内容をパワーポイン

トで紹介した後、意見交換を行いました。 

小水力発電装置開発や子どもたちへのものづくり教育に興味を持

っていただき、将来に向けた取組みについて意見交換しました。 

また、県内の人口減少に伴う労働力不足が不安視されていること

など、企業が抱える問題や現状についてお話しする機会となりまし

た。 

新潟県議会 産業経済委員会による U-big視察が行われました！ 

 

魚沼市長との懇談会を開催しました！ 

 

人事評価研修会（実践編）を開催しました！ 

 

第 6回十日町ｸﾞﾙｰﾌﾟ夢 21との交流会 開催 



 

 

 

魚沼市主催による市内企業合同の新入社員研修会が開催されました。 

4/7（金）第1回目は、魚沼市長の講話とビジネスマナーの基礎について研修が行われました。社会人

としての心得や職場でのマナー、電話対応や訪問の基本など演習を交えながらの研修となりました。 

4/27（木）第2回目は、会員企業のシンコー㈱ 中川社長から「社会人としての心構え・仕事への取り

組み方について」と題した講話の後、模擬会社経営ビジネスゲームを通じてQ（品質）C（コスト）D（納

期）の意識を学ぶ内容となりました。 

2日間合せて、会員企業12社29名が参加し、社会人としての基本を学ぶ機会となりました。 

 

 

 

6月21日（水）～23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。 

自社の製品・技術に加え、「魚沼のものづくり技術」を全国にＰＲしてきます！ 

今年度は、会員企業によるM-Tech視察ツアーも計画しております。詳細は後日ご案内します。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

魚沼市 新入社員合同研修会に参加しました！ 

 

第 21回機械要素技術展（M-Tech）に出展します!! 

■□■展示会出展実績■□■ 

◇第 51回ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄﾄﾚｰﾄﾞｼｮｰ 2017 

【開催日】平成 29年 2月 15日～17日 

【会 場】幕張メッセ 

【出 展】㈱大力納豆、㈱ゆのたに（NICOブース内） 

◇健康博覧会 2017（第 35 回） 

【開催日】平成 29年 2月 15日～17日 

【会 場】東京ビッグサイト 

【出 展】㈱ｽﾀｰｽｰﾊﾟｰﾌｰｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ 

◇第 7回 医療機器開発・製造展 

【開催日】平成 29年 2月 15日～17日 

【会 場】インテックス大阪 

【出 展】山田精工㈱ 

◇MEDTEC Japan2017 

【開催日】平成 29年月 19 日～21日 

【会 場】東京ビッグサイト 

【出 展】山田精工㈱ 

◇にいがた食・環境・健康の展示商談会 

【開催日】平成 29年 5月 10日 

【会 場】新潟市産業振興センター 

【出 展】㈱ｽﾀｰｽｰﾊﾟｰﾌｰｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ、㈱ゆのたに 

 

 

－編集後記－ 

 

平成29年度も事務局員としてお世

話になることになりました。 

まだまだ微力ですが、皆さんのお

力になれるよう頑張ってまいります

ので、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紹介します！ 

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄﾄﾚｰﾄﾞｼｮｰ NICOブース 

MEDTEC Japan2017 山田精工 

前列（左から）増田主事＜研修＞・山田室長・星野課長・江口事務局員 

後列（左から）浅井係長＜技術開発＞・大平係長・柳瀬推進員・水落主任＜事業＞ 

※＜＞内は担当委員会名です。 


