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新春のごあいさつ
一般社団法人新潟県電子機械工業会

会 長 島 津 克 吉

平成２９年の年頭に当たり、謹んで新春のごあいさつを申し上げます。

会員の皆様におかれましては、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。

昨年は年初から円高・株安が急速に進みましたが、米大統領選以降は一転、１１月

１ヶ月で１３円も円安になるなど、企業にとっては為替に翻弄された１年でした。

今年は、災害もなく平穏な１年となることを願っています。

さて、当工業会は昭和６２年１月９日に新潟県より社団法人の設立認可を受け、本

年で３０年を迎えることができました。これもひとえに会員企業の皆様からのご支援

の賜物と感謝申し上げます。

先日の理事会で３０年を期に新たな事業を立ち上げることにいたしました。この事

業は本工業会の目的である「人材の育成・確保、技術及び研究開発等により、本県工

業の経営基盤の強化、技術の高度化、新しい市場開拓及び雇用創出」を目指すもので

す。

具体的な事業内容については、事業運営委員会等で協議していくことにしておりま

すが、会員の皆様におかれましても忌憚のないご意見とともに、更なるご支援をお願

い申し上げます。

結びに、会員各位の一層のご健勝とご発展をお祈りして、年頭のごあいさつといた

します。

第１５５回理事会が開催されました。

平成２８年１２月６日（火）に長岡市に於いて理事会が開催されました。

概要は次のとおりです。

■平成２８年度事業及び予算執行状況について（報告）

平成２８年１２月１日時点での事業進捗状況及び予算執行状況の報告がありまし

た。

■平成２９年度事業計画及び予算編成方針（案）並びに今後の運営と課題

関連する３議案を一緒に審議しました。

・ＮＥＩＡ誌及びＮＥＩＡニュースについては、廃止し会員への情報提供は、随

時、メール及びホームページで配信することで了承されました。

・ＮＥＩＡ誌等の廃止事業する財源等を活用して会費を改定（値下げ）する案に

ついては、協議の結果、財源は来年度の新規事業の立ち上げ等に活用すること

で了承されました。

・ロボット導入検討研究会（仮称）など新規事業案については、事業運営委員会

やワーキングチームで検討してはどうかとの提案がありました。

■役員の選出について



会長から、現役員全員が来年の総会で任期満了となるが、次期役員に引き続き就

任いただくようお願いをしました。

■その他

・事務局から新潟県知事から平成２７年３月３１日をもって、公益目的支出計画

の実施完了した旨の確認書についての説明がありました。

・第４３回総会をホテルニューオータニ長岡で開催など今後の日程について説明

がありました。

感染性胃腸炎が猛威を振るっています。

この冬のノロウイルスは、遺伝子変異により、感染リスクが高まっている可能性が

あるということで、厚生労働省は、手洗いなどを徹底して感染を予防するよう呼びか

けています。 .
《下痢や嘔吐が続いたらノロウィルスに感染した可能性が高いです》

糞便や嘔吐物を処理する場合は、換気を十分にし、使い捨ての手袋、マスクを着用し

タオルなどで吐物を広げないように除去します。その後次亜塩素酸ナトリウム

（0.1％）を湿らせた新聞紙やタオルで消毒します。汚染されたものはビニール袋に

密閉し、破棄しましょう。

ノロウィルスは乾燥すると空中に漂います。嘔吐物はスピディーに処理することがポ

イントです！ （平成２８年１月８日付けの NEIA Mail より抜粋）
ノロウィルスやインフルエンザ予防など（公財）新潟県保健衛生センターから提

供いただいた健康情報は当工業会ホームページ（ http://www.neia.or.jp/）に掲載され
ています。

新潟労働局からのお知らせ

特定最低賃金の改正について

新潟県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械機具製造業の

最低賃金が次のとおり改正されました。

最低賃金額 「１時間８３８円」を「１時間８５２円」に改める。

改正年月日 平成２８年１２月２４日

※新潟県の最低賃金については、当会ホームページをご覧ください。

長岡市からのお知らせ

「長岡ものづくりフェア 2017」を開催します
「ものづくり」を実際に見て・触れて・体験することにより、長岡の将来を担う子

どもたちの地域産業への関心を高めることや、市内製造業の高度な技術や優れた製品

をわかりやすく紹介することにより、地元産業への市民の理解を深めることを目的に

「長岡ものづくりフェア 2017」を開催します。
記

開催期日 平成 29 年 1 月 28 日（土）10： 00 ～ 17： 00、29 日（日）10： 00 ～ 16： 00
会 場 アオーレ長岡（アリーナ 1/3、市民交流ホール B ～ D、ホワイエ、協働

ルーム、ナカドマ）

問い合わせ 長岡ものづくりフェア実行委員会事務局

長岡市商工部工業振興課 TEL： 0258-39-2222
長岡商工会議所営業推進部営業サービス課 TEL： 0258-32-4500
NPO 法人長岡産業活性化協会 NAZE TEL： 0258-42-8700

詳細は長岡市又はＮＥＩＡのホームページをご覧下さい。



(公財) にいがた産業創造機構 ＮＩＣＯからのお知らせ

ものづくり支援制度説明会のご案内【NICO】
■日 時 ： 平成 29 年 2 月 24 日（金） 13:00 － 17:00 （受付 12:30 －）
■場 所 ： アオーレ長岡 市民交流ホールＡ （長岡市大手通 1 － 4 － 10）
■定 員 ： 200 名（先着申込順）
■プログラム ：

○平成 29 年度 支援事業説明会 （ 13:00 － 16:00）
◇支援事業の説明機関

経済産業省、(国研) 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
(国研) 科学技術振興機構（ JST）、総務省 信越総合通信局

新潟県工業技術総合研究所、(公財) にいがた産業創造機構

○個別相談会 （15:00 － 17:00）
○新潟県よろず支援拠点 出張相談会 （ 13:00 － 17:00）

詳細は、にいがた産業創造機構の次のホームページをご覧ください。

http://www.nico.or.jp/service/11669/

ＮＥＩＡからの「お知らせ」

会議等行事日誌

三役会議
開催日 平成２８年１０月２５日（火）
場 所 まちなかキャンパス長岡 ５０３会議室
第１５５回理事会
開催日 平成２８年１２月６日（火）
場 所 アトリウム長岡 オリオン
ＩＳＯ９００１内部品質監査員養成セミナー
開催日 １１月９日～１１日
会 場 新潟市 デンカビッグスワンスタジアム 中研修室
参加人員 ９名
ＩＳＯ１４００１内部環境監視員養成セミナー
開催日 １２月１５日～１６日
会場 新潟市 デンカビッグスワンスタジアム内
参加人員 ８名
ＩＳＯ９０００研究会
開催日 １０月１９日（水）
参加人員 ７名
ＯＨＳＭＳ（労働安全衛生マネジメントシステム）研究会
開催日 １１月１８日（金）
参加人員 ７名
ＩＳＯ１４０００研究会
開催日 １１月２９日（火）
参加人員 ７名

「ＩＳＯ新潟会場」

デンカビッグスワンスタジアム内

新潟県健康づくりスポーツ医科学

センターの入り口

駐車場が広く新潟中央 IC に近い
など環境はよいですが、建物・敷地内

全面禁煙と愛煙家には？

＜入口に喫煙所あり＞

ＩＳＯセミナーは来年度も開催しま

す。ご参加をお待ちしています。



行事開催案内

平成２８年度第２回ＮＥＩＡ専門部会合同研究会

開催日時 平成２９年１月２７日（金）１３：００～１７：００

開催場所 まちなかキャンパス長岡５０１会議室

平成２８年度交流部会

開催日時 平成２９年１月２７日（金）１５：３０～１７：００

開催場所 まちなかキャンパス長岡５階交流ルーム

平成２８年度事業運営委員会

開催日時 平成２９年２月２２日（水） １３：３０～１５：３０

開催場所 ＮＩＣＯテクノプラザ２階会議室

第１５６回理事会

開催日時 平成２９年４月２５日（火）

開催場所 未定

第４３回総会

開催日時 平成２９年５月３０日（火）

開催場所 ホテルニューオータニ長岡

平成２９年度ＩＳＯ内部監査員養成講座の日程が決まりました。

ご参加をお待ちしています。

「ＩＳＯ 9001 内部品質監査員養成セミナー」
第１回 2017 年 7 月 5 日～ 7 日 柏崎会場（柏崎市文化会館アルフォーレ）

第２回 2017 年 11 月 15 日～ 17 日 新潟会場（ビックスワン）

「ＩＳＯ 14001 内部品質監査員養成セミナー」
第１回 2017 年 8 月 7 日～ 8 日 長岡会場（ＮＩＣＯプラザ）

第２回 2017 年 12 月 7 日～ 8 日 新潟会場（ビックスワン）

※会費は２８年度と同額です。

詳細は当会ホームページをご覧ください。

編 集 後 記

平成２９年の干支は丁酉（ひのととり）

にわとりは、元旦の朝も 1 番に鳴くので大
変縁起がよいといわれています。今年は運

や人を「取り込む」酉年、商売繁盛や、今

までがんばってきた結果が実る年になりそ

うです。

本年もよろしくお願いします。

ＮＥＩＡ事務局


