◆ 事務局：魚沼市役所商工観光課内 ℡ ７９２−９７５３

Ｆ ａ ｘ ７９３−１０１６

◆ メール通信先：産業振興係青木 (mail：aoki-susumu@city.uonuma.niigata.jp)

Ｕ‑
big 視察研修
期

日：９月 28 日（木）

交通手段：市有マイクロバスチャーター
視 察 先：①新潟県工業技術総合研究所（新潟市鐙西）
②新潟市ハイテクポート協同組合（新潟市島見町）
１）東港工業地帯全体説明
徳善さん（ＮＩＣＯ）
のご配慮により実現
しました。

２）組合企業視察

8 月 25 日に
会議を開き、工
技総研・東港工
業団地視察を
計画、役員の承
認を得ました。

ⅰ）株式会社 日本アクシィーズ
・容器包装プラスチックリサイクル
ⅱ）株式会社 セイヒョー
・冷菓/ｱｲｽｸﾘｰﾑ、和菓子類、冷凍食品類、農産加工品類、他
ⅲ）ニイガタ機電 株式会社
・電子装置、医療機器の開発・設計・製造

※にいがた産業創造機構（ＮＩＣＯ）の徳善さんと宮下さんも参加します！
※詳細・参加申し込みは、別便のチラシをご覧ください。

Ｕ-big 理事会

会員企業には、それぞれの考えや事情があ

８月 17 日、お盆疲れが残るなか、理事
会が開催されました。確認・了解された
ことについてお知らせします。

るので一律には対応できないが、可能な会員

（１）魚沼地域ビジネス交流会への参画について
ビジネス交流会実行委員会組織に中小企
業団体としてＵ‑
big が参画、小林会長が
2006 魚沼地域ビジネス交流会（魚沼市、南
魚沼市、湯沢町）の副実行委員長に就任、
会員の積極的な参加を促す。
（２）展示会等への出展について
①にいがた産学技術交流フェア
10 月４日 ハイブ長岡
②第２回大新潟物産展
11 月２日〜５日 東京ドームシティ
③中小企業総合展
11 月 29 日〜12 月１日 東京ﾋﾞｯｸｻｲﾄ

合は会で出展小間料等の助成をし、応援する

は積極的に参加・出展し、情報などを会員に
持ち帰る。また、Ｕ‑
big で参加・出展する場
こととする。
（３）今後の事業展開について
①全体会
企画ものを木我理事（㈱三国東洋）
・
小川理事（小川電気㈱）
・吉田（商工観
光課）で計画・立案をお願いする。
②研修事業
会員向け及びＵ‑
big が主催し、魚沼
市の製造業業者のフリー参加を可能と
した研修会・講演会等を小杉理事（㈲
サカキヤ）
・小島理事（㈱理研計測器製

作所）
・風間（商工観光課）で計画・立
案をお願いする。
③食品部門
会の運営について食品関係の方向性
を川井理事（ホリカフーズ㈱）
・大平理
事（㈲大栄食品）
・青木（商工観光課）
で調査･研究する。
（４）その他
・玉川酒造㈱新規加入
・Ｕ‑
big ロゴの使用はフリー
・都市提携の足立区異業種交流グループ
との交流⇒同グループ企業が 10 月 12
日のビジネス交流会に参加する。

魚沼市ものづくり振興協議会
〜出展・参加イベント等〜
大田区受発注商談会

ビジネス交流会関連⇒商工観光課参加

９月 15 日（金）大田区産業プラザ

※ 個人名は参加者、
企業名はブース出展

発注企業 29 社、受発注企業 44 社、受注企業 64 社

が参加する商談会、発注企業の情報が事務局（商工観光課）にあります。
産学官連携シンポジウム

小林会長・小川茂（小川電気㈱）・星光男（㈱新潟プレシジョン）・中島孝行（㈱ニットク）風間・吉田・

９月 22 日（金）長岡グランドホテル
Ｕ‑
big 視察研修

青木（事務局）

参加者受付中！

９月 28 日（木） 新潟県工業技術総合研究所・東港工業地帯
シーテックジャパン

アジア最大級の規模を誇る映像・情報・通信の国際展示会

10 月３日（火）〜７（土）幕張メッセ 来場には登録申請が必要！
にいがた産学技術交流フェア 2006

ホリカフーズ㈱・Ｕ‑
big パネル展示

10 月４日（水）ハイブ長岡
2006 魚沼地域ビジネス交流会
10 月 12 日（木）魚沼市地域振興センター
諏訪圏工業メッセ 2006

260 社がブース出展、地方最大級の「工業専門展示会」

10 月 19 日（木）〜21 日（土）諏訪湖イベントホール
ＪＩＭＴＯＦ2006 第 23 回日本国際工作機械見本市

㈱新潟プレシジョン・㈱栄工舎

11 月１日（水）〜８日（水）東京ビックサイト 来場には登録申請が必要！
第２回大にいがた物産展

㈱大力納豆・㈱大沢加工・㈲芳林堂

11 月２日（木）〜５日（日）東京ドームシティ『プリズムホール』
うおぬま市民大学講演会
11 月 11 日（土）小出郷文化会館
フォーラム･イン・すみだ 2006

ビジネス交流会関連⇒商工観光課参加 他参加受付９月 20 日まで

11 月 17 日（金）すみだ中小企業センター
中小企業総合展 in Tokyo

山田精工㈱・小川電気㈱・㈱栄工舎

11 月 29 日（水）〜12 月１日（金）東京ビックサイト東１・２ホール
Ｕ‑
big で参加企業応援をかねて、見学・研修ツアーを日帰りで計画中！
◆事務局（商工観光課）では、上記すべてに参加研修の予定、参加希望者は事務局まで連絡を！◆

工業技術総合研究所が企業訪問

★第４回目（７月 31 日）
ニューロング精機㈱

新潟県工業技術総合研究所 素材応用技術支
援センター長と新潟県工業技術総合研究所が、
産官協働による製造業のレベルアップの一助と
なるように、ものづくり会員の企業訪問を月２
回のペースで１回２〜３企業訪問を実施してい
ます。
★第３回目（７月 25 日）
山田精工㈱

㈱三国東洋

ウイング製作所

サンケン㈱

魚沼市森林組合

新規加入会員
★正会員
玉川酒造㈱（魚沼市須原）
「名刺や看板にマークを入れたい」
という話が４社ほどきました。
著作権フリーですから、希望され
る方にはファイルで送ります。

中小企業庁支援策
≪中小企業庁≫
自動車、情報家電、ロボット、燃料電池など我
が国を牽引（けんいん）する製造業の競争力は、
めっき、鋳造、金型など中小企業が持つ基盤技術
によって支えられています。
これを支援する「中小企業のものづくり基盤技
術の高度化に関する法律」が平成 18 年４月 19 日
に成立しました。事業として、認定されると様々
な支援が受けられます。
◆モノ作り技術の研究開発を支援します。
・モノ作り技術の研究開発資金を提供します。
・モノ作り技術の研究開発資金について、低利
で融資を受けられます。
・特許庁に支払う特許料が半額になります・
◆モノ作り基盤技術高度化のための環境整備を支
援します。
・発注企業との「出会いの場」づくりをお手伝
いします。
・高専等を活用して、技術者を育成します。
・熟練技術者の技術の円滑な継承を支援します。
・知的財産の活用や課題解決のための身近な相
談窓口を整備します。
・中小企業の製品の精度を客観的に証明する
事業者を増やします。

ゆめ・わざ・ものづくり支援事業
≪にいがた産業創造機構≫
◆ゆめづくり支援事業
事業シーズを新たな事業展開へ結びつけるた
めの準備段階（企画・調査・立案及び事業可能
性）に要する経費の一部を補助します。
◆わざづくり支援事業
従来にない新しい技術の研究開発に要する経
費の一部を補助します。
◆ものづくり支援事業
独自の技術やアイデアなどで従来にない画期
的商品を開発し、新規市場の創出や新たな事業
展開を図る場合の商品開発（試作）に要する経
費の一部を補助します。
◆新連携ゆめづくり支援事業
異分野の中小企業が、お互いの経営資源を持
ち寄り、連携体を構築して、新商品・新技術の
研究開発、新サービスを行う事業に要する経費
の一部を補助します。
※今年度の募集を終了したものもありますが、詳
しくは事務局にお問合せください。

ミニ共同研究制度
≪新潟県工業技術総合研究所≫
従来の共同研究プロジェクトや依頼試験で対応
できない、日々の企業活動で発生する技術的課題
を、１年を通して随時（いつでも）
、各支援センタ
ーで（どこでも）取り組む研究制度です。工業技
術総合研究所が企業等から委託（企業等が人件費
以外の研究費を負担）を受けて研究し、その成果
を報告します。企業の研究開発や技術的な問題解
決を強力にバックアップします。

中小企業大学校・魚沼テクノスクール
≪魚沼市≫
中小企業大学校（三条）では、各種社員研修を
メニュー化しています。また、魚沼テクノスクー
ルでは、地元企業の希望するメニューを地元で開
催できるシステムを用意しています。これらの公
的機関の研修について、魚沼市は「中小企業人材
育成支援事業」として受講料等に対して補助金を
交付しています。
中小企業大学校の研修内容や補助金の受付は、
商工観光課（Ｕ‑
big 事務局と同じ）が窓口となっ
ていますので気軽にお問合せください。
なお、ものづくり振興協議会では、会員企業の
希望する研修メニューのアンケート調査を実施す
る予定としています。
後日、会社掲示用パ
ンフを送ります。

講演会！

うおぬま市民大学講演会
後援：魚沼市ものづくり振興協議会

江村林香（エムラ リカ）
『働く女性の講演会 〜にわとりのあたま〜』
11 月 11 日（土）14：00〜16：00
２児の母として自ら子育てをし
ながら、数々の事業を手がけ、現
在、国内航空業界初の女性社長と
して、夫と共に㈱エアトランセを
経営。
研修部門担当会議（小杉理事・
小島理事・風間）で計画、役員承
認。週休日の会社では、従業員の
参加もお願いします。

