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第１号議案 平成３０年度事業報告の件

平成３０年度事業報告

１ 総務企画委員会

◆ 第４４回通常総会及び記念講演会
開催場所 アオーレ長岡市民交流ホールＡ
開催日 平成３０年５月２３日（水）
出席者 総会４７名 講演会１１０名

２ 交流部会

◆ 会員交流促進事業 わいがや交流事業
開催場所 長岡グランドホテル
開催日 平成３０年５月２３日（水）
参加者 ４７名

◆ 交流部会企業見学
開催場所 妙高市(株)コネックテックジャパン
開催日 平成３０年１０月５日（金）
参加者 １５名

◆ ＮＥＩＡ杯ゴルフ大会
開催場所 アパリゾート上越妙高
開催日 平成３０年１０月２５日（木）
参加者 ９名

３ 研修・情報部会

◆ ＩＳＯ9001内部品質監査員養成セミナー
対象 ①ISO9001:2015規格の認証取得及び移行を目指している企業の担当者

②ISO9001:2008規格の認証取得企業の内部品質監査員
第１回 柏崎会場 柏崎市文化会館アルフォーレ
開催日 平成３０年８月２９日（水）から３１日（金）まで
参加人員 ２０名
第２回 長岡会場 ＮＩＣＯテクノプラザ
開催日 平成３１年３月１３日（水）から１５日（金）まで
参加人員 １１名

◆ ＩＳＯ14001内部環境監査員養成セミナー
対象 ①ISO14001:2015規格の認証取得及び移行を目指している企業の担当者

②ISO14001:2004規格の認証取得企業の内部環境監査員
第１回 長岡会場 ハイブ長岡 会議室
開催日 平成３０年９月６日（木）から７日（金）まで
参加人員 １３名
第２回 長岡会場 ＮＩＣＯテクノプラザ
開催日 平成３１年1月２４日（木）から２５日（金）まで
参加人員 １０名
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４ 専門部会の事業

◆ ＩＳＯ９０００研究会（品質マネージメントシステム）
定例活動は偶数月に開催しています。各社の定期審査や更新審査に関する情報交換に

おいては、指摘内容についての疑問等に対して、各メンバーの経験や実績等により活
発な意見交換を行っています。
第１回 平成３０年 ４月１９日（木） 参加者１１名

第２回 平成３０年 ６月２１日（木） 参加者 ８名

第３回 平成３０年 ９月１４日（金） 参加者 ６名

第４回 平成３０年１０月１７日（水） 参加者 ３名

第５回 平成３１年 ２月 １日（金） 参加者１１名

◆ ＩＳＯ１４０００研究会（環境マネジメントシステム）
定例活動は奇数月に開催しています。ISO14000環境マネジメントシステムを通して、

環境に関する課題と自社での対応についての情報交換や意見交換を行っています。
第１回 平成３０年 ５月１４日（月） 参加者 ７名

第２回 平成３０年 ７月１８日（水） 参加者 ８名

第３回 平成３０年 ９月１４日（金） 参加者 ７名

第４回 平成３０年１１月２９日（木） 参加者１１名

第５回 平成３１年 ２月 １日（金） 参加者１２名

第６回 平成３１年 ３月２０日（水） 参加者 ９名

◆ 労働安全・衛生（ＯＨＳＭＳ）研究会
定例活動は奇数月に開催しています。会合毎にテーマとテーマリーダーを決め開催し

ています。共通テーマとして、労働安全・衛生に関する各社の取り組み事例を発表、
別テーマは各社の困っている事例発表を基に意見交換を行っています。
第１回 平成３０年 ５月１５日（火） 参加者 ３名

第２回 平成３０年 ７月 ９日（月） 参加者 ４名

第３回 平成３０年 ９月１４日（金） 参加者 ７名

第４回 平成３０年１１月１２日（月） 参加者 ５名

第５回 平成３１年 ２月 １日（金） 参加者 ９名

平成３１年２月１日（金）
三研究会合同研究会 参加者２５名【長岡市 ＮａＤｅＣ ＢＡＳＥ】

５ ＮＥＩＡ活性化事業

◆ 「ＡＩ・ＩｏＴ＆ロボットの活用」講演会、所内見学会
主催：新潟県工業技術総合研究所
共催：新潟県電子機械工業会
開催日 平３０年８月１日（水）
開催場所 新潟市 新潟県工業技術総合研究所
参加者 講演会５８名 見学会３６名
講演内容 講師：（株）イーアールエス株式会社 様

演題：ものづくり企業におけるＡＩ・ＩｏＴ、ロボットの活用ポイント
講師：株式会社ＢＡＮアイネット 様
演題：生産性向上・業務効率化に向けたＡＩ・ＩｏＴ取組み事例のご紹介
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見学会 新材料開発研究室・電波暗室・５軸マシニングセンター他を見学

◆ 「ロボット導入検討研究会」企業見学会
開催日 平成３０年１１月１９日（月）
開催場所 パナソニック（株）新潟工場
参加者 ３７名
内容 工場概要説明

３班に分かれ工場見学
ロボット活用状況等について質疑・応答

◆ 職場を元気にする女性の会「働き方改革セミナー」
開催日 平成３０年７月１３日（金）
開催場所 ＮＩＣＯテクノプラザ 会議室
参加者 女性の会２０名 働き方改革セミナー２４名
内 容 ＜女性の会＞

意見交換会：勤務時間、有給休暇制度等について
＜働き方改革セミナー＞
講師：長岡労働基準監督署 様 働き方改革推進センター 様
演題：36協定含む労働時間制度全般に関する説明

長時間労働等改善に係る好事例の紹介 等

◆ 職場を元気にする女性の会 共催：新潟県
「仕事と家庭の両立」に向けた
タイムマネージメントセミナー

開催日 平成３０年１０月１９日（金）
開催場所 ＮＩＣＯテクノプラザ 会議室
参加者 ２５名
内 容 ワークライフバランスの実践

チームビルディングの必要性ほか
講師 たかの社会保険労務士事務所

髙野真規 様（新潟県からの派遣）

◆ 職場を元気にする女性の会意見交換会＆企業見学会
開催日 平成３１年３月８日（金）
開催場所 意見交換会 ＮＩＣＯテクノプラザ 会議室

企業見学会 朝日酒造株式会社
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参加者 意見交換会 ２０名 企業見学会２１名
内 容 ＜意見交換会＞

意見交換会：効果的なコミュニケーション等について
＜企業見学会＞
酒蔵見学及び会社概要説明

「職場を元気にする女性の会」の取り組みが
新潟県のホームページに掲載されました。

新潟県のアドレスは以下のとおりです。
http://www.pref.niigata.lg.jp/danjobyodo/1356912048289.html
新潟県女性のチャレンジサイト ＜輝く女性のチャレンジ事例＞

事務局移転しました。
平成３０年６月１日にＮＩＣＯテクノプラザ
２階から１階に移転しました。

６ 連携事業
大学および関係機関・団体等と連携し各種事業の広報、会員企業の事業参加を促進しな

がら当会活動の活性化、新潟県産業の振興を推進しています。

(1) 公益財団法人にいがた産業創造機構との連携（評議員）
評議員会への参画、財団事業への協力と広報等支援

(2) 公益財団法人新潟工学振興会との連携（理事）
理事会への参画、財団事業の広報等支援

(3) 公益財団法人長岡技術科学大学技術開発教育研究振興会との連携（評議員）
評議員会への参画、財団事業への協力と広報等支援

(4) 新潟大学産学連携協力会（理事）
理事会への参画、当会交流見学会の実施および各種講演会、セミナー、地域懇談

会の広報等支援
(5) 新潟県地方最低賃金審議会専門部会（委員）

部会への参画、広報等支援
(6) 新潟地域創生協議会との連携（構成員）

協議会への参画、広報等支援
(7) エコアクション２１地域事務局新潟県環境分析センター・ＥＡときとの連携（委員）

運営委員会への参画、広報等支援
(8) 新潟県ＩＴ＆ＩＴＳ推進協議会との連携（監事）

協議会への参画、広報等支援

http://www.pref.niigata.lg.jp/danjobyodo/1356912048289.html
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(9) 長岡市ノーマイカーデー推進協議会との連携（委員）
協議会への参画、広報等支援

(10) 長岡ものづくりフェア実行委員会(監事)
実行委員会への参画、広報等支援

(11) 長岡技術科学大学との連携
「第１０回メタン高度利用技術シンポジウム」開催の共催と広報等支援

(12) 新潟県工業技術総合研究所との連携
当会事業の広報等支援

(13) 新潟県ＩＴ産業ネットワーク２１との連携
事業への広報等支援

(14) ＮＰＯ法人長岡産業活性化協会ＮＡＺＥとの連携
事業への広報等支援

(15) ＮＰＯ法人にいがたデジタルコンテンツ推進協議会との連携
「にいがたデジコングランプリ２０１８」開催の後援、広報等支援

(16) ＱＣサークル北陸支部新潟地区との連携
「新潟地区ＱＣサークル大会」開催の後援、研修会等の広報支援

7 会 議 等

◆ 第１６０回理事会
開催日 平成３０年４月２４日（火）
開催場所 まちなかキャンパス長岡 ３０１会議室
出席者 理事１５名 監事２名 事務局１名 計１８名
主な議題 平成２９年度事業及び一般会計収支決算について

平成３０年度事業計画及び一般会計収支予算について
役員の選任について
第４４回通常総会の開催について

◆ 第１６１回理事会
開催日 平成３０年１２月３日（月）
開催場所 まちなかキャンパス長岡 交流ルーム
出席者 理事１３名 監事２名 事務局１名 計１６名
主な議題 平成３０年度事業及び執行状況について

平成３１年度予算編成方針について
役員の選任について
今後の運営と課題について

◆ 第１６２回理事会・事業運営委員会
開催日 平成３１年２月２２日（金）
開催場所 まちなかキャンパス長岡 ３０１会議室
出席者 理事９名 監事２名 部会長３名 チーフ１名 事務局１名 計１６名
主な議題 平成３０年度事業及び執行状況について

平成３１年度予算編成方針について
第４５回通常総会について
役員の選任について


