
 

 

令和３年度は「女性リーダー」をテーマとし活動しております。 
 

今回はロールモデルとなる女性リーダーが活躍し、事業所内保

育園、子の看護・家族の介護休暇や短時間勤務の制度があり、

家庭と仕事が両立できる職場環境の整備を推進しているナミ

ックス株式会社様にご協力を頂きました。 

 

３月 18 日(金)10:00～11:30 オンライン配信 参加者 36 名 

内容: 

１．ナミックス株式会社についてのご説明 

ナミックス株式会社 総務グループ 吉田 憲 様 

２．女性リーダーからのお話 

ナミックス株式会社 技術開発本部 

 シニアチームリーダー 佐藤 牧子 様 

 『自分らしさをリーダーとして生かすためには？』 

 お話のポイントは、 

 ・リーダーになることで職場の環境を変えやすくなる⇒自分も周囲

も働きやすくなる。 

 ・自分の得意、不得意を理解し、メンバーが得意なところは任せ

る！頼り切る！⇒メンバーのモチベーションが上がります。また、

自分から考えて動くから成果が出ます。 

11 月 16 日(水)～17 日(木)ハイブ長岡で開催を目指す「NEIA エ 

レクトロニカ新潟 2022＝電子機械・ソフトウェア技術展示商談

会」第 2 回プロジェクト会議が開催されました。 

開催日：３月 15 日(火)13:30-15:00 オンライン Zoom 会議 

参加者：プロジェクトチーフ七里大樹（七里商店）と 

プロジェクトメンバー６名＋事務局３名の 10 名 

会議内容： 

1.役割分担：出展勧誘班、広報班、会場設営・運営班に分かれ、

当面は、出展する企業を募ることに力点を置きますので、メ

ンバー全員が出展企業の勧誘に当たります。また、商社機能

を活かした効果的な勧誘を展開するため、会員外の地元商社

様にも協力をお願いし、このたびの展示会の特色をしっかり

ＰＲしていきます。 

2.来場者数は、２日間で１万人程度を見込みます。 

 商談や技術視察に訪れる企業関係者のほか、大学生や工業高

校など地元の高校生も多数来場する見込みです。また、社会

見学などで訪れる小学生も話題性を高めてくれますので、来

場に向けた受け入れ態勢を整えます。 

3.会員外からも毎回多くの方がＷｅｂセミナーなどに参加い

ただいている「職場を元気にする女性の会」の催しも初日に

ハイブ長岡で開催することを検討します。 

4.次回は、開催までスケジュールを中心に議論します。 

 

◆会員企業様に「出展意向調査へのご協力のお願い」して 

いますのでご検討お願いします。詳細は事務局まで。 

「キャリアについて考えたいけど。自分にどんな仕事が向いて

いるか分からない」、「働くことに対してイメージが沸かない」

という学生に向け、新潟県内のさまざまな企業や業界の経営幹

部や若手従業員の話を聞き、実際の企業に訪問できる体験会が

開催されました。当会は設立賛同機関であり企画協力並びに当

会の高橋専務理事が講演しました。 

開催期間：３月 7 日(月)～11 日(金) 

参加企業：(株)アヅマテクノス(NEIA 会員)、北越工業(株)、

(株)新潟日報社 

参加学生：11 名 

就活の際にどの点を重視するかを考き 

っかけになった」「自分の将来の進路を 

どのようにしてゆきたいか、具体的な 

イメージが固まったように思えた」な 

ど、有意義な体験であったとの感想が 

多く寄せられました。参加企業側も、3 社共同での受け入れに

より、大きな負荷や業務への影響なしで学生の意見を聞くこと

ができ、自社のＰＲもしっかりできたとの感想でした。次年度

も継続して開催する予定です。 

＝新潟地域連携コミュニティとは＝ 

新潟県における若者雇用・定着、人材の育成に取り組む各機関

同士の交流を通じて、新潟県の人口減少対策と地域活性化を目

指しています。入会金や年会費はありません。 

【事務局】新潟大学 教育・学生支援機構内 

https://www.iess.niigata-u.ac.jp/niigata-community/inde

x.html 

n e w s l e t t e r 

一般社団法人 新潟県電子機械工業会 

・リーダーとして心がけていることは、 

(1)心理的安全性が高い状態を維持 (2)方向性を示し、コンセ

ンサスをとる (3)お互いに助け合える仕組みを作る  

意見が違うのは当たり前です。恐れず発信することが大事。 

３．９つの小グループに分かれて意見交換会    

  次の(1)～(3)に焦点を当てて約 20 分間、率直な意見交換をしま

した。 

(1)自分の理想の働き方（目標・目的） 

(2)職場環境の現状（制度、施設、ロールモデルとなる女性） 

ギャップがあれば、埋める方法があるのか？埋めるためには 

どうしたら良いのか？（手法の検討） 

(3)スキルアップの方法→得意な事を伸ばし、苦手なことはどうカ

バーするか？ 

４．参加した皆さまからのアンケート結果（一部抜粋） 

・会社案内､制度､女性リーダーとしての発表とても参考に、自分

自身が抱えている問題とも重なった。 

・リーダーになることによって職場環境を変える、働きやすくなる

という考え方もあるのかと参考になった。 

・「職場を元気にする女性の会」は回を重ねるにつれ、だんだん

とテーマが絞れてきて内容が吸収しやすくなってきた。 
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当工業会設立の目的は、県内における電子機械工業に関する情

報の収集、提供、人材の育成、確保、技術交流および研究開発等

に関する事業を行い、産業の振興と文化の発展に寄与すること。 

 

当工業会発足当初から、企業担当者同士が共通の課題や対応策

など情報交換する場が都度設けられてきました。その後正式な事

業活動として「ISO 専門部会」として継続されています。 

 

今回紹介する「IT ユーザー企業情報交換会」も企業のシステム担

当者が、日進月歩変化するハード＆ソフト維持管理、コンピュータ

ウイルスそしてコロナ禍のオンライン業務とセキュリティ対策などに

ついて議論の場を支援しています。 

先日３月 18 日オンラインによる会 

合では、セキュリティ対策（Maｌware、 

Emotet、Ransomware）、SalesForce 

Automation、DigitalTransformation、 

インボイス適格請求書保存方式 など意見交換されていました。 

  

※各分野で共通な話題・課題など情報交換したい場合は、 

事務局までご相談下さい。 

 

 T H E  N E I A  M O N T H L Y  T I M E S   

（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。 
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    Tel.0258(21)5400  Fax.0258(21)5488  E-mail. neia＠neia.or.jp  URL. http://www.neia.or.jp/ 

No.10：2022.4.12  Tuesday 

No.29 

ダイニチ工業（株） 
 

常に新しい技術を生み出し、安心安全で 

快適な暮らし支える。 

ダイニチ工業は、お客様の暮らしに寄り添い、

いつまでも愛される製品をつくり続けます。 

 

家庭用石油ファンヒーター：2020 年 10 月には

累計生産 3,200 万台を達成。 

 

事業内容：暖房機器（石油暖房機器、電気暖

房機器、ガス暖房機器）、環境機器（加湿器、

燃料電池ユニット）、その他（部品、コーヒーメ

ーカー他）の製造販売 

 

本社： 新潟市南区北田中 780 番地 6 

http://www.dainichi-net.co.jp/ 

No.30 

(株)ツバメックス 
 

（Tsubamex Connected System） 

持ち寄れば、ひとつの流れに。 

燕三条から、つながってゆく。 

サンスターグループの TSUBAMEX が見つめ

ているのは、燕三条を拠点にして広がり、 

世界に発信できる、新たな価値。 

TSUBAMEX が、次代の 

生産財・消費財創造のハブとなります。 

 

事業内容：自動車、建築資材、家電製品等

のプレス金型、モールド金型の製造及び 

金属部品のプレス加工、プラスチック成型品

の製造 

 

本社：新潟市西蒲区高野宮 3283 番地 1 

http://www.tsubamex.co.jp/ 

No.28 

（株）第一測範製作所 

 

この長さという抽象化された道具を使い 

ものづくりを具体化すること 

ゲージ・計測機器及びボールねじの製造販売 

 

＊計測機器：注力商品＝分散性自動検査装

置・光学式非接触 小径内径測定器・小径内

径測定器・精密割出台・精密回転テーブル・

検査治具・自動測定機 ＊空気・電気マイクロ

メーター及び周辺機器 ＊ゲージ＝ねじゲー

ジ・プレーンゲージシステム・粒度ゲージ ＊

精密機器部品＝ボールねじ・転造ボールね

じ・精密スピンドルユニット 

 

本社： 小千谷市大字坪野 826 番地 2 

http://www.issoku.jp/ 

◆人材育成研究 ４月 18 日(月) 14:00- 

◆第 176 回理事会 ４月 27 日(水) 15：00- 

◆監査 ４月 5 日（金） 

◆第 48 回通常総会 ５月 25 日（水）  

 

展示会プロジェクトの具体的活動がスタート

し、各種団体・機関や会員外企業など上中下

越・魚沼地域と趣旨説明や参加誘致に訪問し

ています。会員企業および関連企業・団体な

ど紹介いただければご説明に伺いますので、

事務局まで連絡お願致します。 

感染症対策を実施し、本年度最後の ISO14001 環境内部監査員養

成セミナーを新潟会場で開催いたしました。非会員企業団体から

も参加頂きました。 

対象：・ＩＳＯ１４００１: ２０１５規格の認証取得を 

目指している企業の担当者 

 ・ＩＳＯ１４００１：２００４規格の内部環境監査員 

開催日：令和４年 3 月 10 日～11 日 ２日間コース 

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会議室 

参加者： ６名  会員企業２社・一般企業２社 

講師：株式会社ＭＳアカデミー 高井 宏 氏  

  終了証：教育訓練記録として終了証を発行しました。 

 

◇一般的な講義中心セミナーと異なり、最新規格状況は勿論、実

務実践形式であり有意義なセミナーと好評を得ており、参加企業

からリピータも多くいただいています。 

 

◆本年度の当会主催「ISO 内部監査員養成セミナー」は、ISO9001

品質と ISO14001 環境関連を各２回開催し、合計 50 名の参加をい

ただきました。次年度もご利用お願い申し上げます。 

令和 4 年 4 月 1 日付にて入会企業 

 
社名：日精サービス株式会社 
https://www.nissei-service.jp/ 

設立：1970 年(昭和 45 年) ２月 24 日 

代表：代表取締役社長 小林 智行 

本社：新潟県長岡市十二潟町 188-2 

流通センター：長岡市灰島新田 1444-3 

・「健康経営優良法人 2022（大規模法人

部門）」 認定 2022 年３月 

・新潟県感染症対策認定制度対応製品 

CO2 濃度測定器「CO2 Lamp」発売元 

https://prpage.biz/co2lamp/ 

私たちがご提供するサービスはグ

ローバルなものから生活と地域に密

着したものまで多岐に渡ります。 

創業以来、精密機器の輸送で培っ

た安全・確実で迅速な対応を信条とす

る物流部門を基軸に、保険代理店部

門、広告代理店部門など、様々なニ

ーズに対応する部門や体制を整えて

います。 

さらに社員食堂から弁当の販売ま

で、地域の皆様に美味しさをご提供す

る食彩部門では、フードサービスで皆

様の笑顔を支えています。 

 


