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一般社団法人魚沼ものづくり振興協議会 

代 表 理 事 井 口 孝 司 

 

 

 

明けましておめでとうございます。 

会員の皆様には令和初、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。 

昨年は、米中貿易摩擦、長引く英国 EU 離脱決議遅延などの影響で、世界のものづくり市場は、大きな打撃

やリスクを抱えた厳しい一年となりました。 

 

日本国内は、台風による甚大な被害があり、自然災害の恐ろしさを再認識させられる年でもありました。 

今年、令和 2 年は十二支の中でも一番目の子年(令和 2 年は庚子(かのえね))です。 

すべての始まりと未来の可能性を秘めたうるう年とも言われています。 

春には魚沼市役所の新庁舎が完成し、夏には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。まさに

希望に満ちた新年と言えるのではないでしょうか。 

 

昨年、魚沼市ものづくり振興協議会は飛躍に向けて、一般社団法人魚沼ものづくり振興協議会として法人

化し、一皮むけた U-big としてスタートしました。 

13 年間の活動を振り返り、そこ(歴史)から学んだ事を大切にし、現状をしっかり分析して未来を創造する。

その繰り返しが強い企業を育てるものと思います。 

会員の皆様が元気になりますよう、支援を強化してまいりますので、皆様からの力強いご指導、ご鞭撻の

ほど、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、新年のごあいさつと致します。 

◆ 事務局：魚沼市役所商工観光課内 ℡ 025-792-9753  fax 025-793-1016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 月 20 日（木）に魚新にて「一般社団法人魚沼も

のづくり振興協議会設立総会」及び「魚沼市ものづく

り振興協議会清算総会」を開催しました。 

10 月１日に法人化され、活動拠点を魚沼市内から魚

沼地域全域に広げ、一層活動できるように団体の名称

も、魚沼市ものづくり振興協議会の”市“を削り、一

般社団法人魚沼ものづくり振興協議会と改めました。

基調講演では、新潟国際情報大学 顧問である平山征夫

先生を招き、「変革の時代、地域企業の新たな役割～魚

沼からの挑戦～」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。   

また、魚沼市外から新たな仲間も加わり、令和２年１月１０日現在正会員 45 社、賛助会員 5 社、計 50

社となりました。 

 

 

 

◎ 夏休みものづくり教室 

8 月 22 日（木）に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「ミニ・グ

ランドピアノ工作」と題した教室を開催し、２０名の小学生から

参加いただきました。今年度は参加可能学年を３年生からに

引き下げて行いましたが、全員完成することができました。 

普段なら触ることのないような半田ごてやニッパーなど

様々な工具をみんなしっかり注意しながら扱い、ものづくりを

楽しみました。 

 

 

◎ 令和元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 180 点の作品

が出品され、優秀作品等の審査を行った後、9月 20日、21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。 

 

 

 

 

 

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）～ 

一般社団法人魚沼ものづくり振興会設立総会及び魚沼市ものづくり振興協議会清算総会 開催 

 



 

◎ 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３校で開催しました。 

10 月２４日（木）には小出中学校 1 年生と広神中学校 

２年生を、１１月２９日（金）には堀之内中学校 １年生を対

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。「夢がなくて

もいい。これから作れる。人生七転び八起き。考える

ことが大事。楽しいと楽は違う（楽しいことって疲れ

る）など子供たちの心に残るような講演をしていただ

き、笑いも交えながらものづくりの楽しさもお話しく

ださいました。 

 

 

 

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。 

今回も 11 月 14 日（水）に小出高校にて 2 年生約 160 名を

対象として実施したところ、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実施したアンケートの結果からは、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。 

 

 

 

 

昨年より行われている『「まち」の仕

事発見塾』を今年度も実施しました。 

9 月 20 日（金）に魚沼市地域振興セン

ターを会場に、市内中学 1 年生約 320 名

から市内の様々な企業を知ってもらう

事を目的に開催したもので今回は、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 19 社がブースを設

置し、中学生に向けてそれぞれ自社の魅

力を発信しました。 

子どもたちは自分の興味のある企業

の説明を今後の職業体験に活かせるよ

みな熱心に聞いていました。 

 

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）～ 



 

 

 

10 月 28 日（月）に協同組合新潟木工センター「Mokuren」

のメンバー5 名にお越しいただき、U-big 会員企業の見学と

NEXT 円陣部会との交流会を行いました。 

女性ならではの視点と若手ならではの視点で意見交換

を行い、事業承継や雇用問題、次世代へ求めることなど多

岐にわたり双方にメリットのある良い機会となりました。 

 まだまだ女性の役職登用や就労機会拡大の状況が広がっ

ているとはいえませんが、NEXT 円陣内で「女性の会の日

（NEX レディースデイ）」を行うなどの提案もあり、会員企

業内の女性のネットワークができると、また女性同士、異

業種同士の交流にもなり U-big の活性化にもつながるので 

はないかと思います。 

 

 

 

◎女性リーダー向けセミナー 

11 月 28 日（木）に中小企業団体中央会から紹介いた

だいた株式会社 Woomax 青栁 未央氏を講師に迎え、

女性リーダー（及び経営者・管理者）向けセミナーを

開催しました。 

労働力の多様化やダイバシティ、離職率を下げるた

めの取組、女性脳と男性脳の違いなど事例を交えたお

話しをいただきました。 

また、ボスマネジメントやリーダーに求められるも

のなどに関しても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。 

参加者は 18 名で内 17 名が女性でした。参加者の声として「他社の社員とここまで深く交流できる

機会はないので、とても参考になった」「リーダーとはなにかモヤモヤがとれた」「会社を辞めること

を辞めてみる」など前向きな意見が多かったことや、女性管理職が集まる機会がこれまで例がなかっ

たこともあり、このような機会を設けられたことに今後につながる手ごたえを感じました。 

 

◎ 県内テクノスクール 見学会 

メカトロニクス科新設委員会は、9 月 3 日（火）に新潟テクノスクールと三条テクノスクールを、9

月 12 日（木）には上越テクノスクールを見学してきました。今回の見学会では、「メカトロニクス科」

を中心に、施設内や設備、授業の様子を視察し、各企業においての課題となっている「人手不足」に

対して、即戦力になる技能者を育てるための教育現場を見

学しました。 

県内テクノスクールそれぞれの個性や、現在の生徒数、

就職率など詳細な説明を伺いました。参加された企業の方

は口々に「こんなに丁寧に教育されているということを見

るまでは知らなかった」と話し、テクノスクール卒業生の

雇用やテクノスクールにおける従業員への教育、育成など、

積極的なテクノスクールの活用に向けて企業側の視野も広 

がった見学会となりました。 

協同組合新潟木工センター「Mokuren」（女性の会）との交流会！ 

各種研修事業の実施 



 

 

 

10 月 5 日（土）に響きの森公園にて「食まちうおぬ

ま秋の陣 2019 四季の潤い里山まつり」が開催され、

U-big 食品部会のメンバーが出店しました。 

新たに加わった㈱魚沼醸造のほか、㈲大栄食品、ホ

リカフーズ㈱、㈱本高砂屋の 4 社が出店し、U-big の

看板を掲げて、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。

（来場者数約 7800 人） 

U-big 食品部会では、今後も様々なイベントに出店し

ながら、「魚沼の食」を PR していくこととしています。 

 

 

 

◎ U-big 研修委員会「第四銀行主催セミナー」 

日時 ３月中旬予定 

※詳細は決まり次第お知らせいたします。 

 

◎ 第 23 回機械要素技術展（M-Tech）に出展します！ 

会期 ２月２６日（水）～２８日（金）    会場 幕張メッセ 

出展 ㈱栄工舎、㈱加藤精工、㈱中村バルブ製作所、㈱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。 

 

◎マルコメ㈱本社工場見学ツアー 

日時 ２月７日（金） 

※全会員参加可能です。大手企業の工場設備を見学し、マルコメ㈱関連施設の美麻高原蔵で味噌つくり体験

も行います。参加希望の方は事務局までご連絡ください。 

 

 

 

◎セキシン産業㈲…南魚沼市より初の会員です。プラスチック射出成型や組み立てなどを行っており、ゴルフグ

リップの製造や自動車部品、工業用部品、キッチン用品まで幅広く行っております。 

小ロットでの製造にも対応する点が特徴です。 

  

◎㈲貫 木 産 業…魚沼市内からの会員です。グラウンドゴルフのヘッド・クラブ、パークゴルフヘッド等のスポ

ーツ用品や、園芸品、洋食品ハンドル部分等の他社にない樹脂含浸着色強化木材による

木工加工品を製造し各メーカーに販売しております。 

 

 新しい仲間を紹介します！ 

里山まつりで食品企業が PR！ 

 今後の事業を紹介します！ 

―編 集 後 記― 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 

I ターンして 1 年目の冬は雪国の雪の多さに愕然とすると思いきや、暖冬の影響で長い秋を過ごしました。 

今年の目標は五輪を見に行くことです！ 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 村上 


