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株式会社日本精機
「にいがた健康経営推進企業表彰」奨励賞受賞！
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第47回通常総会開催 ５議案承認される
当工業会第４７回通常総会が令和３年５月２８

日にNICOテクノプラザで開催されました。木村
会長の挨拶に引き続き、株式会社有沢製作所
の木原靖則氏が議長に就任し、議事進行にあ
たられました。

５つの議案について審議・承認されました。第
１号議案「令和２年度事業報告の件」、第２号議
案「令和２年度収支決算の件」、第３号議案「令
和３年度事業計画案の件」、第４号議案「令和３
年度収支予算案の件」、第５号議案「役員選任
の件」です。

新役員理事に「金子勝氏（株式会社アドテック
エンジニアリング長岡事業所長）」、新野忠史氏

（TDKラムダ株式会社長岡テクニカルセンター
長）」が選任されました。人事異動で２名の理事
「小島俊一氏（株式会社アドテックエンジニアリン
グ）」、「八鳥佐内氏（TDKラムダ株式会社）」が
退任されたことに伴うものです。

本総会は、Covid-19新型コロナ感染拡大防止
の観点および県内各地の会員参加もできるよう
Web会議システム（Zoom会議）を併用したハイブ
リッド形式で開催し、配信により多く会員様の参
加をいただきました。

総会で承認内容は、当工業会ホームページで
公開予定です。
http://www.neia.or.jp/profile/documents
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株式会社WELCON
第38回県経済振興賞を受賞！

株式会社WELCON（本社：新潟市秋葉
区・代表取締役 鈴木裕氏）が、新潟県内
経済の発展と振興に貢献した企業・団体
を表彰する「第３８回県経済振興賞」を受
賞され、表彰式が５月１８日に行われまし
た。おめでとうございます。なお、昨年１１

月１７日に「拡散接合による微細構造物の
製造に向けた研究開発」にて、新潟県知
事表彰「技術賞」も受賞されています。

https://welcon.co.jp/company/

株式会社アドテック・エンジニアリング
NAZE 豪技2021に認定！

株式会社アドテック・エンジニアリング
（本社：東京都・執行役員長岡事業所長
金子勝氏）が、３月１７日NPO法人長岡産
業活性化協会NAZEの総会にて「豪技
2021」認定証が授与されました。おめでと
うございます。

「豪技」は長岡市内企業やNAZE ひい
ては長岡地域の知名度の向上、ブランド
力の向上を図るとともに、長岡地域の産
業振興と活性化に寄与することを目的と
しています。

http://www.naze.biz/gougi/

一般社団法人 新潟県電子機械工業会

株式会社タワシテック
代表取締役社長 田中晃
長岡市新産4-1-10 インキュベート
センターＮＡＲＩＣ101

取扱品名：産業用省人化装置、画像
検査装置、産業用ロボット、PLCなど
制御設計請負、産業用ロボットの特
別安全教育
https://tawashitec.com/

PLC、画像処理など制御設計を得
意とした産業用装置メーカーです。

画像検査機や省人化装置の開発
設計を行っております。特に産業用
ロボットを使用したシステム開発には
力を入れており、導入前試験からデ
モ支援、ロボットのレンタルや中古ロ
ボットの買取販売、特別安全教育、メ
ンテナンスまでフルサポートをしてい
ます。よろしくお願い申し上げます。

講師：郷右近 展之（ごうこん のぶゆき）氏
新潟大学工学部工学科 准教授
https://researchers.adm.niigata-
u.ac.jp/html/211_ja.html

昨年10月、政府は、世界的な脱炭素の
流れを踏まえて、2050年までにわが国の
温暖化ガス排出を全体としてゼロとするこ
とを表明しました。

国連においても既に2015年に掲げた
SDGｓ(持続可能な開発目標)のＧｏａｌ9で
「付加価値の単位当たりCO2排出量」を指
標として採用しております。

2018年の温暖化ガス（CO2換算）は、約
10.6億トンと算出され、そのうちモノの生
産など産業活動分は3.0億トンと見込まれ
ています。

講演では、SDGsをめぐる国内の動向、
パリ協定における日本としての貢献につ
いて、地球温暖化対策としての再生可能
エネルギーの導入拡大について概説い
ただきました。また、ソーラー水素関連研
究内容の紹介と企業との共同研究等につ
いてお話されました。

Zoom併用でのハイブリッド講演会

NEIA会員

Niigata Electronic Industries Association

NEIA会員

NEIA会員

日本精機株式会社（本社：長岡市・代
表取締役社長 佐藤浩一氏）が、４月２
３日県庁にて開催された「にいがた健
康経営推進企業表彰」で奨励賞を受賞
されました。おめでとうございます。

従業員及びその家族に対して、健康
づくり活動に積極的に取り組んでいる

企業や事業所を表彰し、新潟県企業等
における健康づくりの取組の推進を図

るものです。
https://www.nippon-
seiki.co.jp/news_all2021/
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産業労働部の令和3年度当初予算の概要をお知らせします。

令和3年度当初予算の概要

当 初 予 算 基 本 方 針
【本県の経済動向】

本県済は、新型コロナウイルス感染拡大による国内外経済の停
滞が与える影響などから、一部で依然として厳しい状況にあるもの
の、持ち直しの動きがみられています。

雇用情勢は、求人数が求職数を上回って推移しているものの、
求人の動きが弱く、引き続き新型コロナウイルスが雇用に与える影
響を十分注視していく必要があります。

令和3年度当初予算概要（産業労働部）
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/266201.pdf

産業労働部 産業政策課 予算係
新潟県庁行政庁舎11階
Tel：025-280-5233 Fax：025-285-3783

※補助金の要件等詳細を確認したいなどのご希望があれ
ば、NEIA事務局から県に照会いたします。

NEIA会員ビジネス情報発信！

NEIＡ ISO講習会案内
◆ISO9001内部監査員養成セミナー
〇長岡会場 NICOテクノプラザ会議室

開催日：令和3年10月6日～8日
〇新潟会場 デンカビッグスワン内

開催日：令和4年１月19日～21日
◆ISO14001内部監査員養成セミナー
〇長岡会場 NICOテクノプラザ会議室

開催日：令和3年8月24日～25日
〇新潟会場 デンカビッグスワン内

開催日：令和4年3月10日～11日

http://www.neia.or.jp/category/news/semin
ar

NEIＡ専門部会参加者募集
昨年までのISO国際規格関連の研究会から
「品質」「環境」「労働安全・衛生」についてより
広く、情報入手・共有化そして参加しやすい
場として『交流会』としてリニューアル！現場
担当者による運営で現場課題の解決ヒントを
考えませんか。
〇『品質情報交流会』
（旧）ISO9000研究会(品質マネジメントシステム)

〇『環境情報交流会』
（旧）ISO14000研究会(環境マネジメントシステム)

〇『労働安全・衛生情報交流会』
（旧）労働安全・衛生（OHSMS）研究会

★見学だけでも歓迎！NEIA事務局へご連絡下さい。

NEIA会員紹介（毎号３会員・社名順） ※各社への取次をNEIA事務局でも行いますのでご相談下さい。

No.1
(株)アヅマテクノス

「一歩先を、未来へつなぐ」
真空と光学、計測と制御の分野において
顧客密着、提案営業で課題解決のベスト
パートナーを目指して——新潟県、秋田県
で地域No1を目指す技術商社です。

事業内容：光学機器、真空機器、計測
機器、制御機器、電気機器、通信機器、
理化学分析機器ならびに装置の販売。上
記に付帯関連する設計・製作・修理校正
および工事の施工

本社：新潟市中央区南笹口1丁目9番10号
長岡支店：長岡市新産3丁目2番地4 秋
田支店他
https://azumatec.co.jp/

No.2
(株)アドテック
・エンジニアリング

「高性能・高密度・高品質」複合化した
技術と頭脳の集約
エレクトロニクス業界の様々な分野で

培ってきた高度な技術ベースに、クライ
アントのニーズに基づいて柔軟な発想で
開発に取り組み、市場を先取りした最先
端の製品を造り出しています。

事業内容：全自動露光装置、PCB製造関
連装置、各種FA装置、精密加工部品、粉
末成形用プレス装置

本社：東京都港区虎ノ門2-3-17 長岡事
業所：長岡市三島新保397番地 横浜テク
ニカルセンター他
https://www.adtec.com/

No.3
(株)有沢製作所

「織る、塗る、形づくる」の一貫した
製造ラインと独自の技術を築き上げ、
ユーザーニーズにお応えしています。
さまざまな産業の発展に貢献し、これ
からも新素材の開発に積極的に取り組
みながら、「未来」への挑戦を続けて
いきます。

事業内容:電子材料、ディスプレイ材
料、電気絶縁材料、産業用構造材料な
どの製造・販売

本社：上越市南本町1丁目5番5号
支店：東京/営業所：大阪 工場：南本
町他 技術開発センター
http://www.arisawa.co.jp/

新潟県産業労働部 情報提供！

Biz情報発信Vol.5 2021.05.10 NEIA会員へ詳細発信済み

◆株式会社 タワシテック
産業用ロボットのことは、タワシテックにお任せください。
担当：田中晃 代表取締役社長
E-mal. soume＠tawashitec.coｚ

Biz情報発信Vol.6 2021.05.10 NEIA会員へ詳細発信済み

◆株式会社創風システム
AI機能搭載 クラウド監視カメラソリューションのご紹介
担当：北原 良教 フィールドサービス事業部
E-mail.  Kitahara＠sofu.co.jp

Biz情報発信Vol.7 2021.05.24 NEIA会員へ詳細発信済み

◆株式会社日立産機中条エンジニアリング
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の分析・処理をお手伝い致します。
担当：松本伸生 環境・ソリューション部 担当部長
E-mail.  matsumoto-nobuo＠hitachi-ies.co.jp

NEIA会員企業それぞれが有するビジネス力を発信するわかりやす
い仕組みとして、会員相互のビジネスチャンスの拡大を目指します。
モノ・サービスの提供だけでなく、こんなモノ・サービスの提供を「求め
ています」も発信できます。※詳細はNEIA事務局にお問合せ下さい。

NEIＡ事務局お知らせ
◆当工業会パンフレット2021発行
5月1日現在の会員情報
を盛り込んだ2021年版
を発行し、会員へ送付
しました。会員募集の
資料と利用ください。

※必要時はNEIA事務局へご連絡下さい。
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