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1  ＮＥＩＡ活性化事業の取組状況 

 当工業会は、設立 30周年を契機に、時代のニーズに即し多くの会員から参加いただけ 

るように新たな取組「ＮＥＩＡ活性化事業」を平成 29年度に立ち上げました。 

開始から３年目となる令和元年度の取組状況について中間報告します。 

（1）職場を元気にする女性の会 

   令和元年度 第１回「職場を元気にする女性の会」を７月 16 日(火)に開催しました。 

   今回は、働き方改革関連法が４月から施行されたことから、 

長岡労働基準監督署副署長の井上 敦子様を講師として、 

働き方改革関連法の概要と具体的な行動等について 

ご説明頂きました。 

その後の意見交換会では、今回初の試みとして、 

長岡技術科学大学 男女共同参画推進室アドバイザーの 

木村 松子様よりグループ検討中にアドバイス頂き、 

よりステップアップした話し合いができる意見交換会を 

目指しました。                           

意見交換会では「休暇」と「残業」をテーマとし、 

日ごろからの疑問点や悩みごとを共有しました。 

  「休暇」に関しては、計画年休を実施したり、比較的 

有給が取りやすいとの意見がありました。 

  「残業」に関しては、ノー残業デーを実施している職場 

も複数ある一方で、残業がなかなか減らせない職場も。 

作業効率化をはからないと残業は減らせないのでは？と 

の声もありました。 

井上副署長にはオブザーバーで引き続き残って頂き、 

「フレックスタイム導入や計画年休などが進んでいる職場が 

多くて驚いた。この会の参加企業の意識の高さを感じる」と 

有難いお言葉を頂きました。 

 

   今年度後半の「女性の会」では、２回目の企画として、11月 6日（水）に企業見学＆ 

第 1部のセミナーの様子 

第 2部の意見交換会の様子 



意見交換会を開催します。 

ワークライフバランスを確保し女性社員が安心して働ける環境作りや、ママカフェと 

  いうユニークな活動に取り組んでいるアルプスアルパイン（株）様よりご協力を頂きま 

す。他社を見る機会の少ない方には、貴重な見学の場になるはずです。皆様からのご参 

加をお待ちしております。 

また、新潟県が主催者となって意欲ある女性同士の情報交換等の機会を提供し、働く 

  女性のネットワークづくりを図ることを目的に「働く女性のための異業種交流会」のイ 

ベントが 11月 18日（月）に開催されます。 

当「女性の会」もパネリストの一団体として参加しますので、是非ご参加のうえ応援 

して頂けましたら幸いです。詳細は別添資料をご確認下さい。 

 (2) ＩｏＴ推進・活用研究会 

ウイングアーク 1ｓｔ(株)様が主催する製造業向けセミナーについて、共催団体とし  

  て実施しました。 

   令和元年７月 10日（水） ＮＩＣＯテクノプラザ会議室   参加 20社 39名 

  令和元年７月 11日（木） 朱鷺メッセ会議室       参加 14社 25名 

また、事務局調べとして「IoT推進に関する新潟県内の組織について」を作成し研究 

会参加メンバーへ提供しました。 

********************************************************************************* 

【短縮版】        「IoT」推進に関する新潟県内の組織について 

令和元年８月 （一社）新潟県電子機械工業会 

                       IoT推進活用研究会事務局まとめ 

１ 県内の IoT 推進組織 

（1）IoT推進活用研究会（事務局：（一社）新潟県電子機械工業会） 

    2017（平成 29）年度に立ち上げ 

〔最近の取組例〕 

  ・通常総会記念講演会「IoTをわかりやすく」 H30.5.23 

  ・第２回研究会 講演会、見学会   H30.8.1 

・製造業向け IoT活用実践セミナー R1.7.10 7.11 

（2）地方版 IoT推進ラボ 

    経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）が、地域における新 

たな価値創造に向けて、IoTプロジェクトを創出する取組を「地方版 IoT推進 

ラボ」として選定し、支援するもの。県内の選定地域は次のとおり。 

ア 新潟県 IoT推進ラボ（2017年 3月選定） 

（事務局：新潟県産業労働部産業振興課） 

イ 長岡市 IoT推進ラボ（2017年 8月選定） 

（事務局：長岡市商工部工業振興課） 

ウ 柏崎市 IoT推進ラボ（2018年 9月選定） 

（事務局：新潟工科大学地域産学交流ｾﾝﾀｰ） 

〔最近の取組例〕 

  ・（県）AI・IoT・IT導入支援制度説明会 R1.5.13 5.27 

  ・長岡市 IoT推進事業成果発表会 H31.4.19 



  ・（長岡）IoT・ロボット利活用セミナー R1.8.16 

   ・柏崎市 IoT推進ラボ協議会発足記念講演会    R1．6．25 

  ・（柏崎）IoT導入のための個別相談のお知らせ 

（3）燕市 IoT推進ラボ（事務局：燕市産業振興部商工振興課） 

   上記（2）に記載の国によるラボ選定を目指し、設立準備会として活動 

      → 2019年 9月選定 

〔最近の取組例〕 

 ・燕市 IoT推進ラボ全体会議＆IoT活用事例セミナー R1．7．30 

（4）長岡 IoT推進協議会（事務局：(有)ワタナベプラン） 

    産官学金の連携で、IoT分野における製品開発、人材育成、仕事創出等への 

取組を行う 

〔最近の取組例〕 

  ・第 3回協議会（講演・事例発表含む） H30．12．12 

(5) 公益財団法人にいがた産業創造機構（担当：産業創造グループ情報戦略チーム） 

新潟県 IoT推進ラボ事業の位置付け 

〔最近の取組例〕 

 ・IoTコーディネータ育成研修  R1．7．31  8．7 

   ・IoTビジネス実践力強化塾（全 8回の講義） R1．8．8～12．19 

  ・NICO IoT ハンズオンセミナー  R1．9．25 

********************************************************************************* 

(3) ロボット導入検討研究会 

長岡市等が主催者となり、令和元年８月 16日（金）アオーレ長岡を会場に開催した 

「IoT利活用セミナー」及び「ロボット利活用セミナー」の案内を研究会参加メンバー 

へ行いました。 

 

2  専門部会第 1 回合同研究会～次期専門部会長決定～ 

令和元年８月 30 日（金）午後、まちなかキャンパス長岡の会議室において、専門部会

の第 1回合同研究会が開催されました。ISO9000研究会、ISO14000研究会、労働安全・衛

生（OHSMS）研究会及び事務局から 22名が参加しました。 

各研究会から２名ずつ計６名が事例発表し、それぞれ意見交換を行いました。半日とい

う長い時間ではありましたが、“合同”ということで身近なテーマを選定していたため、

参加者にとって分かりやすく、大変有意義な会となりました。 

   
合同研究会の様子 



また、研究会後は、懇親会で更なる意見交換や会員同士の交流を深めました。 

  なお、現専門部会長の 原 了次 氏（日本精機(株)）が社内異動という事情で部会長を

退任することとなり、次期会長に 樋山貴則 氏（(株)ｱﾄﾞﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）が推薦され、満

場一致で承認されました。 

       

          懇親会参加の面々           左：今井副部会長  右：樋山新部会長 

今回は“合同”の研究会でしたが、普段３つの研究会は、それぞれ別の日程（２ヶ月に 

１回の割合）で NICOテクノプラザに集まり、午後の３時間程勉強会を行っています。   

研究会活動に関心をお持ちの方は、まずは勉強会の見学から始めてみませんか。ご照会

はＮＥＩＡ事務局まで。 

 

3  お知らせ 

※事業の詳細及び申込み先については、当会のホームページ http://www.neia.or.jp  

をご覧ください。 

 

主催事業 
【令和元年度 第２回 職場を元気にする女性の会】 

開催日時  令和元年 11月 6日（水）13：30～16：00 

内 容   企業視察・意見交換会 

アルプスアルパイン(株)長岡工場（長岡市東高見 1-3-5） 

定 員   20名（参加費無料、先着順） 

【ISO9001：2015対応 内部品質監査員養成セミナー＜新潟会場＞】 

  開催日時  令和２年１月 22日（水）～24日（金）各日 9：00～17：00 

    会 場   デンカビッグスワンスタジアム 研修室 

 （新潟市中央区清五郎 67-12） 

        定 員   20名（受講料必要、金額はチラシ参照） 

【ISO14001：2015対応 内部環境監査員養成セミナー＜新潟会場＞】 

  開催日時  令和２年３月 12日（木）～13日（金）各日 9：10～17：00 

    会 場   デンカビッグスワンスタジアム 研修室 

 （新潟市中央区清五郎 67-12） 

        定 員   20名（受講料必要、金額はチラシ参照） 

 

http://www.neia.or.jp/


  協賛事業 

【第２回日本精密測定機器工業会 ものづくりセミナー】 

    開催日時  令和元年 11月 20日（水） 13：00～17：00 

    会 場   北越銀行 本店 ２階講堂（長岡市大手通 2-2-14） 

    定 員   180名（参加費無料、先着順） 

 

協力事業 

【ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）】 

長岡技術科学大学は、2019年度文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバー

シティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」に採択されました。 

イニシアティブ事業には当会も協力機関として参加していますので、これから様々

な情報を提供してまいります。 

 

 

           山本五十六元帥像   

今年（2019 年）は長岡市内にある記念館の開館 20 周年 

編集後記 

 

 朝晩 めっきり涼しくなって参りました。 

秋はイベント目白押しですね! 

食欲の秋！行楽の秋！スポーツの秋！イベントの秋！当会も企業視察や、交流会、ゴ

ルフ大会と行事が続きます。11 月は第 2 回の女性の会として、企業見学会と意見交換

会を開催します。食欲の秋を少し（？）満喫できるようお菓子も用意して、多くの方の

ご参加を期待しております。                  （事務局 島田） 


