◆ 事務局：魚沼市役所商工振興室内 ℡ 025-792-9753 fax 025-793-1016
◆ メール通信先：担当 関 真理子(mail：seki-mariko@gov.city.uonuma.niigata.jp)

平成 24 年度 定期総会を開催！
さる４月１８日(水)午後３時から、会館魚新を会場に
平成２４年度定期総会が開催され、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53社の内43名が出席
し、大平魚沼市長をはじめ多数のご来賓からご臨席
を賜り盛会に開催されました。 開会にあたり、川井
会長から「平成24年度は部会・委員会活動とあわせ、
各種プロジェクトを更に高め、継続し、より実のあるも
のにしていきたい。また、震災・原発問題による電力
不足・ヨーロッパの金融危機・円高・デフレ等など、企
業活動に大きく影響を与える事柄が山積しています
が、刻〄と変わる環境を見据え、会員同士が連絡を
密にとりあい、お互いが協力することで、これらの課
題に対処していきたいと思います。」と挨拶。続いて、
大平魚沼市長、新潟県魚沼地域振興局大橋局長か
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、また、役員の改選では、川井会長
をはじめとした役員が再任されました。
講演会では、ＮＰＯ法人長岡産業活性化協会ＮＡ
ＺＥの小西会長及び渡邉事務局長から「答えはＮＡＺ
Ｅにある！～魅力ある企業・地域を目指して～」と題
し、ＮＡＺＥの設立経緯や現在の活動内容、法人化に
至った経緯についてご講演いただき、Ｕ－ｂｉｇの活動
や組織強化に対したいへん参考になるお話を伺いま
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

新潟県魚沼地域振興局長
新潟県議会議員

大橋 直樹 様

皆川 雄二 様

新潟県産業労働観光部産業振興課長 渡辺 琢也 様
(財)にいがた産業創造機構
産業創造グループディレクター

早川 新一 様

新潟県工業技術総合研究所
中越技術支援センター長

佐藤 清治 様

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

久保田 順一 様

新潟県魚沼テクノスクール校長

髙橋 義弘 様

魚沼市議会
〃

議長

佐藤 守 様

産業建設委員会委員長

森山 英敏 様

NPO法人長岡産業活性化協会NAZE
会

長

(社)新潟電子機械工業会専務理事
十日町グループ夢２１副会長

小西 統雄 様
吉野 孝也 様
酒井 文夫 様

平成 24 年度活動方針
Ⅰ 魚沼市独自の新産業の確立
市等行政との協働による企業が育つ環境づくりの推進
将来の起業家育成活動の推進

Ⅱ 企業間連携による新規事業の立上げ
農商工・観光等との連携による魚沼ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの創出
Ⅲ 将来を見据えた協議会の組織体制の確立
事務局体制の強化と企業支援体制の充実
【方針の具体的な内容】
１．魚沼独自の産業構造の確立
個〄の企業のもつ高い技術力を結集し技術のまち
づくりを推進するとともに、市・議会との連携のもと魚
沼市産業施策の推進に積極的に参画していきます。
また、国・県・大学・㈶にいがた産業創造機構（ＮＩＣ
Ｏ）・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、魚沼市の産業基盤の強化を図る取組
を推進します。
他にも、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「ものづくり教室」を継続して行ないます。

２．企業間連携による新規事業の立上げ
会員企業の交流や連携により、プロジェクトチーム
を継続して新規事業の立上げを目指します。
また複数社の受注や会員企業への受注紹介など
の事業を展開していくとともに、豊富な水・雪、山菜や
森林など地域資源を有効に利用し、農商工・観光等
の様〄な産業の連携により「魚沼ブランド」創出に取
り組みます。
プロジェクトチーム（ＰＴ）の事業計画
① 田の草取りロボット開発ＰＴ
田の草取りロボットの開発を会員企業連携により
推進してきましたが、取組を開始して 3 年目となり、
実走試験等を通じ改良を重ねノウハウを蓄積し提
案型・開発型企業を目指していきます。
② 新エネルギー関係開発ＰＴ
昨年テーマが広いことから、一旦休止としました
が、引続き太陽光発電、雪利用・水力利用、バイ
オマスの事業化など、環境に配慮した魚沼発の新
事業の創出について検討を進めます。
③ 食品関係開発ＰＴ
「うまい・魚沼・満喫プロジェクト」等とも
連携しつつ、
「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、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。
３

４

将来を見据えた協議会の組織体制の強化
ふるさと雇用再生特別基金（緊急雇用）事業に
よる、魚沼市からの「企業間連携強化推進事業」の
委託期間が終了しましたが、引続き魚沼市からの
支援の元、事務員を継続配置し、会員への支援を
強化するとともに、組織強化に向け会員増を目指
します。また、今年度は協議会の基盤強化のため
の一つとして、法人化に向けた検討も行なうことと
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、引続き行政と協議を重
ねていきます。
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、活
動の活性化に重点を置きます。
また、委員会・部会毎の企画・運営を通して、全
会員が参加しやすい環境づくりを目指します。

平成 24 年度新役員の紹介
会
長 川井 義博 ホリカフーズ㈱
副 会 長 安部川洋司 ㈱栄工舎
〃
井口 孝司 山田精工㈱
〃
杵渕 正夫 ㈱大沢加工
〃
小関 義信 ㈱アートプリント角越
事 務 局 長 大平 實 ㈲大栄食品
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 小川 茂 小川電気㈱
〃
桑原 浩二 ニューロング精機㈱
〃
星 光男 ㈱新潟プレシジョン
〃
星 昌夫 ㈱スター精密
〃
中川 久幸 シンコー電気㈱ (新)
技術開発委員長 本田 健次 ㈲本田製作所 (新)
事業委員長 風間 健 玉川酒造㈱
研修委員長 中川 久幸 シンコー電気㈱ (新)
顧
問 平山 征夫 新潟国際情報大学

各種展示会へ会員企業が出展しました！
○第41回インターネプコンジャパン
開催日時：平成24年1月18日～20日 3日間
会
場：東京ビッグサイト
出展企業：シンコー電気㈱
○日立製作所「にいがた新技術･新工法展示商談会」
開催日時：平成24年1月24日
会
場：東お茶の水ビル
出展企業：シンコー電気㈱、㈱新潟プレシジョン
○第46回スーパーマーケット・トレードショー2012
開催日時：平成24年2月1日～3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
開催日時：平成24年3月13日
会
場：新潟市産業振興センター
出展企業：玉川酒造㈱

長岡技術科学大学 技術開発懇談会 開催

子ども科学教室 開催

1月23日(月)
産学官連携
事業として
長岡技術科
学大学が例
年実施して
いる「技術開
発懇談会」が
小出ボラン
ティアセンターで開催され、U-big会員企業から9
名が参加しました。
同大学の経営情報系 山田耕一教授から
「感性工
学によるカタチのデザイン～成熟した消費社会で
～」と題しご講演を行なって頂きました。

2月24日(金)魚沼市立入広瀬小学校で、子ども
ものづくり推進事業としての取組である「子ども
科学教室」が開催され、5～6年生の児童26名が参
加しました。
講師のアイデック㈱石田社長から、太陽光発電
についてお話があった後、田の草取りロボット等
を実演し、子どもたちから実際にロボットに触れ
てもらうと、とても楽しそうな表情を浮かべてい
ました。
「子どもものづくり教室」を通して、地域の子
どもたちからものづくりへの興味・関心を高めて
もらう為に、平成24年度も引き続き活動を行なっ
ていく予定です。

第 2 回十日町ｸﾞﾙｰﾌﾟ夢 21 との交流会 開催
1月30日(月)第2回となる十日町グループ夢21様
との交流会が開催されました。同グループからは
会長様を始め、
役員の方々5名からご参加いただき
ました。他にも、十日町市役所産業振興課の江口
課長様、
渡辺係長様からもご出席いただきました。
U-bigからは、理事のメンバーが参加しました。
第一部では、ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰの星社長によ
る「田の草取りロボット開発の活動報告」や、ホ
リカフーズ㈱の川井社長による
「U-big会員企業の
水の郷工業団地進出について」
、
十日町グループ夢
21の尾身会長(当時)から「ものづくり部会での活
動について」等をお話いただきました。
第二部では、
会場を移し懇談会を行ないました。
前段では話しきれなかった各企業の話などを含め、
会員同士情報交換を行ないました。
十日町グループ夢21様とは、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。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力ぐんぐんｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ開催！
3月22日(木)㈶にいがた産業創造機構の広報ア
ドバイザーである今尾昌子様を講師に「コミュニ
ケーション力ぐんぐんアップセミナー」と題し、
研修会を行ないました。
昨年開催した、経営者向けの同セミナーが好評
だった為、今回は社員向けの研修となりました。
会員企業から18名が参加し、当日初めて会った
参加者同士で自社製品のＰＲを行なうなど、実践
的な研修会となりました。
最後に講師の今尾様から「若手の皆様が目を輝
かせて勉強されている姿が印象的。ぜひ会社に持
ち帰っ
て実践
いただ
きた
い。
」と
お話が
ありま
した。

第 16 回機械要素技術展（M-Tech）に出展します!!

6月20日～22日にかけ、東京ビッグサイトにて、
M-Techが開催されます。今年度も㈱栄工舎・シン
コー電気㈱・㈱新潟プレシジョン・山田精工㈱の
４社が出展します。
今年も、ロボットプロジェクトで製作した「田
の草取りロボットU-big01-田助」を展示します！
全国から多くの参加者がある同展示会で、初めて
持ち込んだ昨年は、大変反響がありました。
参加企業４社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！

お知らせ
◇魚沼市中小企業活性化支援事業補助金のご案内
平成24年度魚沼市では、市内の事業所が自社製
品・技術等の販路拡大を図るため、展示会や見本
市等に出展する場合、その経費の一部が助成され
ます。
予算の範囲内で交付決定がなされますので、展
示会等への出展が予定されている企業様は、お早
めに魚沼市商工振興室へご連絡下さい。
≪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：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
※その他の補助、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：１００，０００円／回
同一年度内に２回まで申請可能です。
≪お問合せ≫
魚沼市役所商工振興室 TEL 025-792-9753
◇人材育成支援事業のご案内
新潟県工業技術総合研究所 中越技術支援セ
ンターでは、人材育成を実施する事業所を対象
に、教育訓練・社員教育等への支援を行なって
います。
Ⅰ 事業所内訓練の講師派遣（出前型）
Ⅱ 事業所外訓練（受入型）
詳細は中越技術支援センターへお問い合わせ下さ
い。
（TEL 0258-46-3700）

◇「うまさぎっしり新潟･食の大商談会」出展者
募集中！
■日 時 9月20日（金）10:00～17:00
■会 場 池袋サンシャインシティ
■出展料 １小間 40,000円
■申込締切 5 月 15 日（火）17:00 まで
詳細は NICO ホームページへ
http://www.nico.or.jp/modules/news/article
.php?storyid=579
◇新入社員向けビジネスマナー基礎研修のご案内
■日 時 5月23日（木）9:00～16:30
■会 場 小出ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 2階研修室
■受講料 無料
■講 師 ㈱ｱﾙﾌﾟｽﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾘｴｰｼｮﾝ新潟
ﾋｭｰﾏﾝｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 佐藤 希恵子 様
■締 切 5月18日（金）
申込は魚沼市商工振興室へ（TEL 025-792-9753）
◇「中小企業総合展JISMEE2012」出展募集中
■日 時 10月10日(水)～12日(金)
■会 場 東京ビッグサイト
■出展料 １小間 105,000円
■申込締切 6 月 8 日（金）まで
詳細はホームページへ
http://www.smrj.go.jp/jismee2012/
－編集後記－
緊急雇用による委託期間が終了しましたが、引続き魚
沼市からご支援いただき、事務局を担当することになりま
した。３年目を迎え、これまでの経験を基に、県内外に魚
沼市の技術をＰＲしていきたいと思っております。
今年度も積極的に会員企業を訪問させていただき、市
の産業振興につながるよう事務局一同取り組んで参りた
いと思いますので、ご指導をよろしくお願いします。
事務局スタッフの異動がありましたので、ご紹介いたし
ます。

青木 室長

（事務局・関）

桑原 副参事

曽根 主任

（技術開発委員会） （事業委員会）

浅井 主任

坂井 主事

（研修委員会）

（研修委員会）

関 事務員

