第 １ 号 議 案

２０１９年度事業報告の件

１ 総務企画委員会
◆ 第４５回通常総会及び記念講演会
開催日

令和元年５月２３日（木）

開催場所 アオーレ長岡 市民交流ホールＡ
出席者

総会 ３２名

（参加者） 講演会７３名

（総会）

（講演会）

２ 交流部会
◆ 会員交流促進事業
開催日

わいがや交流事業

令和元年５月２３日（木）

開催場所 長岡グランドホテル
参加者

５１名

◆ 交流部会・専門部会合同交流事業
開催日

令和元年１０月１８日（金）

開催場所 和ダイニング 朔
参加者

１２名

◆ ＮＥＩＡ杯ゴルフ大会
開催日

令和元年１０月１９日（土）

開催場所 長岡カントリー倶楽部
参加者

１１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
新潟会場 デンカビッグスワンスタジアム内
開催日

会議室

令和２年１月２２日（水）から２４日（金）まで

参加人員 ２４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

令和元年８月２２日（木）・２３日（金）

参加人員 １０名

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３１年

４月１８日（木） 参加者 ７名

第２回

令和元年 ６月１８日（火） 参加者

７名

第３回

令和元年 ８月３０日（金） 参加者

７名

第４回

令和元年１０月２３日（水） 参加者

５名

第５回

令和２年 １月３１日（金） 参加者

１０名 ※三研究会合同研究会を兼ねる

第６回

令和２年 ２月１９日（水） 参加者

４名

※三研究会合同研究会を兼ねる

◆ 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

令和元年

５月２３日（木） 参加者 ７名

第２回

令和元年

７月３１日（水） 参加者１０名

第３回

令和元年

８月３０日（金） 参加者１０名

第４回

令和元年１１月２２日（金） 参加者 ９名

第５回

令和２年

１月３１日（金） 参加者１０名

※三研究会合同研究会を兼ねる
※三研究会合同研究会を兼ねる

◆ 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

令和元年 ５月１７日（金） 参加者

５名

第２回

令和元年 ７月１７日（水） 参加者

５名

第３回

令和元年

第４回

令和元年１１月 ５日（火） 参加者

５名

第５回

令和２年 １月３１日（金） 参加者

８名

８月３０日（金） 参加者 ８名

◆ 三研究会合同研究会
第１回

まちなかキャンパス長岡

３０１会議室

開催日

令和元年 ８月３０日（金）

参加者

２２名

第２回

まちなかキャンパス長岡

開催日

令和２年 １月３１日（金）

参加者

２４名

交流ルーム

◆ 専門部会企業見学
開催日

令和元年１０月１８日（金）

開催場所 国際石油開発帝石(株)越路原プラント
参加者

２０名

◆ 交流部会・専門部会合同交流事業【再掲】
開催日

令和元年１０月１８日（金）

開催場所 和ダイニング 朔
参加者

１２名

※三研究会合同研究会を兼ねる
※三研究会合同研究会を兼ねる

５

ＮＥＩＡ活性化事業

◆ ＩｏＴ推進活用研究会
製造業向けＩｏＴセミナー
主催：ウイングアーク１st（株）
共催：（一社）新潟県電子機械工業会
開催日

令和元年７月１０日（水）

開催場所 ＮＩＣＯテクノプラザ 会議室（長岡市）
参加者

３９名（２０社）

開催日

令和元年７月１１日（木）

開催場所 朱鷺メッセ
参加者

会議室（新潟市）

２５名（１４社）

◆ 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
「ロボット利活用セミナー」及び「ＩｏＴ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。
・第４回ロボデックス（ロボット開発・活用展）等視察
視察日 令和２年２月１２日（水）・１３日（木）
参加者 ８名（会員企業２社）
◆

職場を元気にする女性の会

「講演会」（共催）【再掲】
開催日

令和元年

５月２３日（木）

開催場所 アオーレ長岡 市民交流ホールＡ
参加者

７３名

第１回

講演会＆意見交換会

開催日

令和元年 ７月１６日（火）

開催場所 ＮＩＣＯテクノプラザ 会議室
参加者

３１名

内 容 ＜講演会＞
講師：長岡労働基準監督署副署長
演題：「働き方改革関連法」の概要と
具体的な行動・対策について
＜意見交換会＞
休暇、残業など

第２回

企業見学＆意見交換会

開催日

令和元年１１月６日（水）

開催場所 アルプスアルパイン（株）長岡工場
参加者

３２名

内 容 ＜企業見学会＞
会社概要説明、工場見学、優良事例紹介
＜意見交換会＞
見学した印象、自分の職場の強み、これから取り組みたいこと
「働く女性のための異業種交流会」（パネリスト団体として参加）
主 催

新潟県

開催日

令和元年１１月１８日（月）

開催場所 アトリウム長岡

６

参加者

約５０名

内 容

講演、パネルディスカッション、意見交換会

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

(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１１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
文部科学省補助事業（ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ）への協力
(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２０１９」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
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◆ 第１６３回理事会
開催日

平成３１年

４月２３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１３名

監事２名 事務局他２名 計１７名

議題

平成３０年度事業報告及び一般会計収支決算（案）について
２０１９年度事業計画（案）及び一般会計収支予算（案）について
役員の選任について
第４５回通常総会の開催について
会員の異動について

◆ 第１６４回理事会
開催日

令和元年

５月２３日（木）

開催場所 アオーレ長岡 市民交流ホールＡ
出席者

理事１６名

監事２名 計１８名

議題

会長、副会長及び専務理事の選出

◆ 第１６５回理事会
開催日

令和元年１２月２日（月）

開催場所 まちなかキャンパス長岡
出席者

３０１会議室

理事、監事、事務局

主な議題 ２０１９（令和元）年度事業及び予算執行状況について
令和２年度予算編成方針（案）について
役員の選出（輪番制）について
◆

第１６６回理事会
開催日

令和２年２月２１日（金）

開催場所 まちなかキャンパス長岡
出席者

３０１会議室

理事、監事、事務局

主な議題 令和２年度事業計画及び事業予算について
役員の選出（次期）について
第４６回通常総会開催について
定款細則の改正について
◆

三役会議
開催日

令和元年

９月２６日（木）

開催場所 まちなかキャンパス長岡

５０３会議室

出席者

会長、副会長、専務理事

議題

会長、副会長の輪番制について

