
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

念 頭 挨 拶 

－時代のニーズに合わせた 

新規事業の取組強化を－ 

 

魚沼市ものづくり振興協議会 

会長 川 井 義 博 

 

 

 新年あ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。 

昨年は年明けからの豪雪、3.11 東日本大震災、

新潟・福島豪雨と災害続きの年となり、想定を

遥かに超える状況となりました。経済情勢を見

れば、緩やかに持ち直しているとはいえ、欧州

の政府債務危機などを背景に海外景気の下振れ

や、円高ユーロ安の影響・雇用情勢の悪化懸念

も想定されています。 

魚沼市ものづくり振興協議会も発足 7 年目の

年を迎えます。一昨年 4 月の総会以来、企業間

連携による新規事業の立上げを目標に掲げ、従

来の委員会・部会活動に加え、ロボット製作、

食品開発のプロジェクトなどに積極的に取り組

んでまいりました。今後も、会員の皆様の創意

工夫、知恵を結集して「魚沼ブランド」の創出

に向けた取組を加速してまいりたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、環境・エネルギーなど時代のニーズに

合致した分野にも今後会員の技術の連携により

取り組んでいきたいと考えております。このた

めにも、市行政・議会と連携し、将来に向けた

会の充実を図ってまいります。 

また、本年は昨年にも増して、会員皆が参加

できる会を運営の基本として、魚沼市の産業構

造の特色を活かした様々な企業の連携による開

発型企業を目指し、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。会員の皆

様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

最後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いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 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) 

 

 

 

 

 

 

 

小出橋から越後三山を望む≪平成 24 年元旦撮影≫ 



 

 

 

「うまさぎっしり新潟・食の大商談会」（主

催(財)にいがた産業創造機構、新潟県、県内金

融機関等）が 9 月 2 日池袋サンシャインシティ

を会場に開催されました。本展示商談会は、県

産食品・食材の販路開拓や拡大を目的にしてお

り、今回は昨年の 120 社の参加から大幅に増加

し、180 社の食品関係企業が集結し、新潟の「食」

の魅力を来場者に積極的に PR していました。 

U-bigからは㈱大沢加工、玉川酒造㈱、ホリ

カフーズ㈱、㈱ゆのたにの４社が出展しました。

台風15号の影響で鉄道や道路の交通が乱れるな

ど各地で被害が発生しましたが、会場内は活気

に溢れ大変盛況でした。 

 

玉川酒造㈱ブース 

コーヒーリキュー

ル他を展示 

 

 

 

 

㈱ゆのたにブース 

魚沼産コシヒカリ

他を展示 

 

 

 

 

 

例年、県立魚沼テクノスクールと共催で開催して

いる小学生向けの「夏休みものづくり教室」に加え、

中学生向けの教室も夏休み期間中に開催しまし

た。 

5 回目となる小学生向け「夏休みものづくり教室」

は、8 月 19 日魚沼テクノスクールで開催されました。

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、U-big からは「太陽光で走

るソーラーカーキット」と題し、教材を活用した電気

の仕組みの学習に加え、ソーラーパネルと蓄電池

を使っての少し高度な教室となりました。次年度も

より充実した教室となるよう取り組んでいきたいと考

えています。 

また、初めての試みである中学生向けの「夏休み

ものづくり教室」では、(有)大栄食品、(株)大力納豆、

ホリカフーズ(株)から協力を得て実施しましたが、参

加者が少なく次年度への課題となりました。次年度

に向けては、生徒が参加しやすいような仕組みづく

りを目指したいと思います。 

【参加者アンケート結果】 

参加者記載 

・すごく楽しかったです。来年もいっぱい色んなこと

を教えてください。（小学生） 

・初めての体験で難しかったけど楽しく作ることがで

きました。仕事の話もたくさん聞くことができてよか

ったです。（中学生） 

保護者記載 

・初めて参加しました。とても楽しかったようです。こ

のような機会をどんどんしていただくととても嬉し

いです。また参加したいと思いました。（小学生） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもものづくり教室 開催！ 

うまさぎっしり新潟・食の大商談会出展 !! 

会 員 企 業 が 魚 沼 市 褒 章 受 賞 
・大平實さん（㈲大栄食品）：食品衛生功労 

※厚生労働大臣表彰の受賞により 

(食品衛生の向上に貢献) 

・シンコー電気㈱ ：商工振興功労  

※新潟県知事表彰 技術賞の受賞により 

(LED基板用単結晶サファイア製造法の確立) 

・㈱大力納豆 ：食品衛生功労 

 ※過年度の厚生労働大臣表彰の受賞により 

・玉川酒造㈱ ：食品衛生功労 

 ※過年度の厚生労働大臣表彰の受賞により 

 

～受賞おめでとうございます。～ 

 



 

 

 

9 月 29 日、平成 19 年の開催以来４年振りに魚

沼市を会場に技術シーズプレゼンが開催されまし

た。（主催 長岡技術科学大学、新潟工科大学、

長岡工業高等専門学校、魚沼市、南魚沼市、魚沼

市ものづくり振興協議会）シーズプレゼンテーショ

ンは、大学・高専の研究シーズと地域企業等ニー

ズのマッチングにより共同研究テーマの発掘等を

目指しています。 

今回のメ

インテーマ

は、『再生ニ

ッポン！「環

境基盤・エ

ネルギー・も

のづくり」を

考える』として、それぞれの大学・高専から合計 12テ

ーマのプレゼンがあり、合計 93 名の参加を得ました。

多くの方からご出席いただきありがとうございました。 

 

 

県内企業の超円高などの影響について、県産

業振興課他による聞き取り調査が 9月12日魚沼

市役所湯之谷庁舎で行なわれました。これは、

東日本大震災、新潟・福島豪雨の影響、円高の

影響調査などを目的とし、ホリカフーズ㈱、山

田精工㈱、小川電気㈱、㈱三国東洋の 4 社が参

加し、業界毎の業況、雇用情勢や企業の現状な

どについて意見交換も行なわれました。 

 

 

U-big 設立時から継続実施されている魚沼市

議会産業建

設委員会と

の懇談会が

10 月 17 日

に開催され

ました。会

の活動報告

の後、田の

草取りロボット「田助」の試運転を行い、今年

度の改良点などの報告を行うとともに、子ども

達へのものづくり体験への取組について理解を

求めました。今後も、市の産業活性化に向けて

双方が協力していくことを確認しました。 

 

 

 

10 月 31 日、UOSHIN にて魚沼市ものづくり振

興協議会全体会・平山塾が開催されました。 

全体会では、

本年度の中間

活動報告が行

われました。

また、春の総

会時に会員各

社に東日本大

震災義援金のお願いをし、合計 47 万円が集まっ

た報告もありました。U-big としては、顏の見

える形での支援をしたいという思いで受け渡し

先の選定を行い、最終的に福島県楢葉南工業団

地連絡協議会に決定したことについて報告があ

りました。 

全体会に引き続き、「平山塾」を開催し、当

協議会の顧問である平山征夫先生（新潟国際情

報大学学長）から「ソブリンリスクと世界経済

動向―そして震災からの地域経済の復興」をテ

ーマにご講演いただきました。平山先生からは、

ヨーロッパのソブリンリスクの問題や TPP の問

題まで幅広いお話しをいただきました。終了後

には、熱のこもった意見交換も行われました。 

 

 

 11 月 17 日川井会長、大平事務局長及び事務

局で福島県楢葉南工業団地連絡協議会を訪問し

集まった義援金の贈呈を行ないました。 

同協議会は、福島原発から 20 ㎞圏内にある

工業団地で、現在も会員企業は福島県内に点在

し避難を余儀なくされています。代表企業の

(株)渡辺興業の移転先であるいわき市を訪れ、

会員からの義援金及びお土産として持参した魚

沼産コシヒカリの贈呈を行いました。会場には

楢葉町の商工

観光課長他も

同席され、地

震後の状況な

どの意見交換

も行いました。 

 

 

 

 

 

県庁円高ヒアリング調査 

市議会 産業建設委員会との懇談会 

U-big 全体会・平山塾 開催 

楢葉南工業団地連絡協議会 義援金 贈呈 

2011 技術ｼｰｽﾞﾌﾟﾚｾﾞﾝ in 魚沼 開催 ！ 

伊藤会長代行（中央）・鈴木事務局長（右） 



 

11月 10日、12回目の開催となる魚沼地域ビジネ

ス交流会に U-big会員企業 28社が出展しました。 

第 １ 部

基 調 講 演

では、政策

研 究 大 学

院 大 学 特

任 教 授 の

橋 本 久 義

氏から、「がんばれ日本の中小企業～災害・円高

をのりきる企業経営」と題して、参加企業へ力

強いメッセージがありました。 

 第２部では、個別交流・個別商談会・企業プ

レゼンテーションが行われました。プレゼンテ

ーションでは、U-big 田の草取りロボット田助

の開発プロセス・現状等の報告がありました。 

また、製品展示ブースには、地元中学生や国

際大学の学生も見学に訪れました。出展企業か

らは、製品紹介

や製品に至るま

での苦労話など

について熱心に

説明があり、次

世代を担う子ど

も達の育成の一

助とすることが

できました。 

今後も、市行

政と足並みを揃

えて、様々な事

業に取り組んで

いきたいと考え

ております。 

 

 

今年度も「金融研修会」・「交流ボウリング大

会」を 11 月 29

日に開催しま

した。金融研修

会は塩沢信用

組合の小出郷

支店 上村支店

長を講師に、経

済指標を用い

た経済動向の捉え方などについて学習しまし

た。また、ハローワーク小出の就職促進指導官

の石黒様から、障害雇用に取り組むためのポイ

ント、支援制度などについて分かりやすく説明

がありました。 

その後、恒例のボウリング大会を行い、交流

が図られました。団体戦では、委員会対抗で競

い、事業委員会が優勝しました。また、個人戦

でも、白熱したプレーの中、高スコアが続出し

ました。 

     新規加入会員のご紹介       

★(株)杉星工務店 代表取締役 杉本 博志 

（魚沼市長堀新田） 

 

 

◇長岡技術科学大学「技術開発懇談会」 

 ■日 時 1月23日（月）17:30～19:30 

 ■会 場 小出ボランティアセンター 

■申込締切 1 月 18 日（水） 

テーマ「感性工学によるカタチのデザイン」 

～成熟した消費社会で～  

話題提供者 経営情報係 山田 耕一教授 

◇理事会・十日町グループ夢 21 との懇談会 

 ■日 時 1月30日（月） 

15:00～理事会、16:00～17:00 懇談会 

 ■会 場 魚沼市役所小出庁舎 

■参加者 理事メンバー 

◇足立区 あだち異業種フォーラム 2012 

 ■日 時 2月18日（土） 

 ■会 場 足立区役所 

 ※U-bigとしてパンフレット展示等を予定し

ています。事務局も参加予定としています。 

◇コミュニケーション力向上セミナー 

 ■日 時 3月22日（木）15:00～17:00 

 ■会 場 小出ボランティアセンター  

※NICO 主催の広報相談会と日程を合わせて

開催します。昨年も開催したセミナーで

す。詳細は、改めて案内します。 

――― 編集後記 ――― 

新年明けましておめでとうございます。 

お正月にみかんを食べすぎたせいか、手が

黄色くなってきたような気がします。思い込

みでしょうか。今年は良い年になる、と自分

に良い暗示をかけて、笑顔で楽しく過ごした

いと思います！   

会員の皆様にとって、笑顔の 

一年となるよう心からお祈 り 

申し上げます。本年もよろしく 

お願いします。(事務局 関） 

金融研修会・ボウリング大会 開催 

魚沼地域ﾋﾞｼﾞﾈｽ交流会 2011 に 28 社出展 

お知らせ 


