
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 頭 挨 拶 

－会員企業の連携による 

  未来を創造する活動を－ 

 

魚沼市ものづくり振興協議会 

会長 井 口 孝 司 

 

明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。 

今年の春は「平成」に続く新たな年号が誕生し、大きな節目の年となります。また、一年後に控えた東

京オリンピック・パラリンピックの開催を始め、2025 年の大阪万博の招致が決まり、日本国内が大きく盛

り上がり、地方の中小企業の追い風となることを期待しています。 

さて、昨年の当協議会活動を振り返りますと、次代を担う地域の子どもたちへの「ものづくり教育」の

推進として、小中学生を対象にした各種事業に取り組んだほか、新潟県と市内高校との連携により、高校

生に対して地域企業の魅力を発信してきました。また、企業の若手社員の育成の場として『「まち」の仕事

発見塾』を初めて開催しました。様々な業種の方からご協力いただき、各社の若手社員が説明員となり、

市内中学 1 年生に自社製品や仕事の内容を紹介しました。 

会員企業が抱える「人手不足」をテーマに研修会や先進的企業の見学会を行ったほか、国内外の展示会

等にも積極的に出展し、魚沼の製品や技術の PR を継続的に行ってきました。 

魚沼市ものづくり振興協議会は設立 14 年目を迎えます。これまでの活動を振り返りながら、今後の協

議会が目指すべき姿に向け、会員が参加し易い組織運営を活動の基本とし、市行政及び議会と連携しなが

ら、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。 

結びに会員の皆様のご多幸とご繁栄をご祈念し、新年のご挨拶といたします。 

 

 

11 月 15 日（木）梅野屋にて「魚沼市ものづくり振興協議会

全体会・平山塾」を開催しました。 

全体会では、これまでの活動報告として、会員の要望に合わ

せた研修事業の開催や展示会等への積極的な参加、例年取り組

んでいる「子どもものづくり推進事業」について報告しました。 

その後、「平山塾」では、新潟国際情報大学 顧問である平山

征夫先生を招き、「揺れる世界、毀れる秩序―地域はどう生きる

か」と題してご講演いただきました。世界、日本国内、新潟県

内の経済動向を交えて、魚沼市が今後検討していくべき課題に

ついてお話しいただき、地域における中小企業が今後どのよう

に進むべきか、その方向性について考える機会となりました。

平成 30 年度 全体会・平山塾を開催 
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◎ 夏休みものづくり教室 

8 月 24 日（木）新潟県立魚沼テクノスクールとの共催で「夏休み

ものづくり教室」を開催しました。 

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

造建築科がそれぞれ教室を開催し、U-big は「AM/FM ラジオ工

作」と題した教室を開催し、18 名の小学生から参加いただきました。

半田ごてやニッパーなど様々な工具に触れながら、ものづくりを楽

しみました。 

 

◎ 平成 30 年度魚沼市立小中学校 夏休みものづくり工作展 

市内小中学生が夏休みを利用して製作した作品を一堂に集め展示する「夏休みものづくり工作展」を魚沼

市地域振興センターにて開催しました。市内小中学生から 162 点の作品が出品され、優秀作品等の審査を行

った後、9 月 21 日、9 月 22 日の 2 日間、一般公開を行いました。最優秀賞から奨励賞までの入賞作品 16 作

品については新潟県の展覧会に出品し、新潟県立自然科学館で展示されました。 

 

◎ ものづくり教室（キャリア教育講演会） 

東京大学 生産技術研究所 機械・生体系部門 准教授 土屋

健介氏を講師に招き、中学生に向けたキャリア教育講演会を市内

中学校 2校で開催しました。 

10 月 3 日（水）堀之内中学校 1 年生 63 名、11 月 5 日（月）広

神中学校 2年生 68名を対象に実施し、「夢を持とう」をテーマに、

夢を持つ楽しさや夢に向かって努力することの大切さについ

て、ご自身の経験を元にお話ししていただきました。 

 

 

新潟県魚沼地域振興局の協力をいただき、魚沼市の企業の魅力を知ってもらい、将来の職業選択につな

げてもらう事を目的に「キャリアガイダンス」を開催しました。 

11 月 14 日（水）小出高校にて 2 年生約 160 名を対象として実

施しました。U-big の各部会から 2 社合計 8 社が参加し、企業の

魅力や日本国内で活躍している技術を紹介したほか、働く事の

魅力や意味についてお話しいただきました。 

ガイダンスの前後でアンケートを実施したことにより、働くこ

とに対する生徒の変化が見られ、ガイダンスの成果を実感しま

した。 

 

 

今年度の新規事業として、9 月 21 日（金）魚沼市地域振興センターを会場

に、市内中学 1 年生から市内の様々な企業を知ってもらう事を目的に、『「ま

ち」の仕事発見塾』を実施しました。 

製造業を始め、建設業、介護福祉業、サービス業など幅広い業種の 16 社が

ブースを設置し、各中学校に自社の魅力を発信しました。 

新潟県立小出高等学校キャリアガイダンス 

若手社員の育成と子どもたちへの教育事業～ものづくり等人材育成事業（魚沼市委託事業）～ 

地域の子どもたちへのものづくり教育の推進～子どもものづくり推進事業（魚沼市委託事業）～ 



 

 

◎企業の人手不足への対応セミナー 

10 月 3 日（水）中小企業大学校三条校でも活躍されている、AT 

WILL ＆ KOJIMA SR 代表の小島慎一氏を講師に迎え、企業が抱え

る人手不足への対応に関するセミナーを開催しました。 

労働力の多様化や社員が定着する魅力ある企業、離職率を下げ

るための取組など、事例を交えたお話しをいただきました。 

また、働き方改革への対応として、中小企業が注意すべき事項

もご説明いただき、分かりやすく実用的な内容が多く、各社での

取組を考える機会となりました。 

 

◎ フジイコーポレーション(株)・県立三条テクノスクール 見学会 

10 月 16 日（火）燕市に本社を置くフジイコーポレーション(株)と三条市にある県立三条テクノスク

ールの見学会を開催しました。今回の見学会では、各企業の課題となっている「人手不足」に対して、

先進的な取組を行っている企業と、技能者を育てるための教育施設を見

学しました。 

「サンタクロース公認除雪機」で知られるフジイコーポレーション

(株)では、女性や高齢者、外国人、障がい者など多様な雇用力を活かし

て成長を続ける取組を勉強させていただきました。 

県立三条テクノスクールでは、「メカトロニクス科」を中心に、施設内

や設備、授業の様子を見学させていただきました。 

 

◎ ICT セミナー 

11 月 12 日（月）（公財）日本電信電話ユーザ協会魚沼地区協会との共催により、ICT セミナー「ICT

の活用と情報セキュリティ対策」を開催しました。 

講師には、NTT 東日本 関信越 新潟支店 長岡営業支店長 嘉部正史氏を招き、現代の ICT を取り巻く

環境の解説や実際の事例を交えた分かりやすい説明をいただきました。 

ICT の活用に向けたヒントを見つけ、自社のセキュリティ対策を見直す機会となりました。 

 

◎ 金融研修会「M＆A の戦略的活用法」 

12 月 5 日（水）U-big 賛助会員の北越銀行からご協力いただき、

(株)日本 M＆A センター 斎藤弘樹氏を講師に迎え、中小企業を取

り巻く M＆A の現状についてお話しいただきました。 

単なる事業承継だけではなく、自社の成長のために M＆A を行う

企業など実際の事例を交え、中小企業における M＆A のメリットを

分かりやすく解説いただきました。 

 

 

8 月 21 日（火）交流部会の企画により、越後妻有地方で 3 年に一度開催

される「大地の芸術祭」の見学ツアーを開催しました。 

地域資源を活用し、地域全体で盛り上げている「大地の芸術祭」は見どこ

ろがたくさんあり、普段は目にすることのできない美しくダイナミックな作

品に感動しました。 

「光の館」「うぶすなの家」「キナーレ」「清津倉庫美術館」「清津峡渓谷ト

ンネル」を見学し、世界で活躍する芸術家の作品を堪能しました。 

大地の芸術祭 見学ツアー開催 

各種研修事業の実施 

今回人気を集めた清津峡トンネル 

終点のパノラマステーション 



 

 

8 月 28 日（火）梅野屋にて魚沼市長と U-big との懇談会を開催しました。 

U-big からは 33 名が参加し、人手不足や雇用確保に関する課題や新庁舎建設に伴う公共施設の利活用に

ついてなど、様々なテーマで意見交換が行われ、行政との連携を深める機会となりました。 

 

 

10 月 6 日（土）響きの森公園にて「食まちうおぬま

秋の陣 2018 四季の潤い里山まつり」が開催され、

U-big 食品部会が出店しました。 

㈲大栄食品、ホリカフーズ㈱、㈱本高砂屋の 3 社が

出店し、U-big の看板を掲げ、自社の自慢の商品を PR

しました。当日は天候にも恵まれ、多くの来場者で賑

わっていました。 

U-big 食品部会では、今後も様々なイベントに出展し、

「魚沼の食」を PR していきたいと思います。 

 

 

12 月 10 日（月）井口会長、山本副会長、小川事務局長及び事務局で、

「平山塾」のお礼と年末のご挨拶に新潟国際情報大学 中央キャンパスに

訪問してきました。 

平山先生からは、来年の世界情勢の変動と国内の経済動向や、先生が

担当する講演会の面白い裏話など様々なお話をいただきました。 

 

 

◎ U-big 研修委員会「健康経営セミナー」 

日時 1 月 25日（金）15：00～16：30    会場 小出商工会館 1階大ホール 

講師 （一社）新潟県労働衛生医学協会 常務理事 大塚 政人氏 

内容 従業員の健康を守ることにより、活力向上や生産性の向上につながり、企業イメージアップや労働力確保

につながる「健康経営」について、市内事業所での取組事例を交えてお話しいただきます。 

 

◎ 第 23 回機械要素技術展（M-Tech）に出展します！ 

会期 2 月 6日（水）～8日（金）    会場 東京ビッグサイト 

出展 ㈱栄工舎、㈱加藤精工、シンコー㈱、 

㈱新潟プレシジョン、山田精工㈱ 

※東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う会場の都合により、例年 6

月に開催されていた M-Techが 2月に開催されます。 

 

◎ スーパーマーケット・トレードショー2019 見学ツアー 

日時 2 月 14日（水）8：00出発予定    会場 幕張メッセ 

内容 2月 13日(水)～15日（金）に開催される、「スーパーマーケット・ト

レードショー2018」に貸切バスでの見学ツアーを開催します。 

出展 ㈱大力納豆、ホリカフーズ㈱、㈱ゆのたに 

魚沼市長との懇談会を開催 

里山まつりで食品企業が PR！ 

 今後の事業を紹介します！ 

新潟国際情報大学 顧問 平山先生への年末訪問 

―編 集 後 記― 

 

あけましておめでとうございます。 

今年の 4 月で「平成」が終わり、

どんな年号になるのか楽しみです

ね。 

今年も皆さまにとって素敵な 1 年

になりますように！！ 

事務局 行方 


