
第５号議案 役員選任の件

役員選任について、定款の定めるところにより理事および監事の

任期が満了しますので、本総会にて新役員の選任がされました。

株式会社アドテックエンジニアリング 金子 勝

株式会社有沢製作所 相澤 毅（新任）

アルプスアルパイン株式会社 長岡工場 清水 善明

株式会社エム・エスオフイス 若月 一浩

ＪＣＣソフト株式会社 坂詰 吉寛

ＪＰＣ株式会社 吉原 誠

株式会社七里商店 七里 大樹（新任）

株式会社第一測範製作所 木村 敬知

ダイニチ工業株式会社 渡邊 美幸

TDK ラムダ株式会社 清水 一夫（新任）

新潟通信機株式会社 小杉 亘

日本精機株式会社 小梶 雄介（新任）

ネギシ電機株式会社 笠原 克幸

株式会社日立産機中条エンジニアリング 本間 文幾

株式会社丸互 半田 和之（新任）

株式会社北越電研 三浦 広行（監事）

一般社団法人新潟県電子機械工業会 髙橋 賢

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

総会後に新役員による「第 177 回理事会」が開催されました。
議案：新役員選出について審議され、下記にように選任されました。

  会長：吉原誠氏 JPC（株）

  副会長 ： 金子勝氏 （株）アドテックエンジニアリング

  副会長 ： 相澤毅氏 （株）有沢製作所

   専務理事 ： 髙橋賢 （一社）新潟県電子機械工業会

今後とも当工業会にご支援いだきますようお願い申し上げます。

第 48 回通常総会が、５月 27 日に長岡駅前シティーホールプラ

ザ・アオーレ長岡（市民交流ホール A）において、感染防止対策を行

いながら、Zoom 併用ハイブリッド形式で開催されました。

会場には、木村会長・石野副会長・吉原副会長および理事６名・

監事２名・正会員６名・当会専務理事が出席され、Zoom 参加の理

事・正会員５名と委任状提出１８名で、定款が定める過半数以上の

参加を満たして開会されました。なお、議決権はありませんが個人

賛助会員４名の参加もいただきました。

木村会長の開会挨拶に続き、総会議長に

アルプスアルパイン（株）清水善明様が選出

され、５議案のご審議をいただき５つの議案

全てにご承認いただきました。

第１号議案 令和３年度事業報告の件

  令和３年度の新事業として「６つのプロジェクト」の取組状況が

事務局より説明がありました。メイン事業となる展示会プロジ

ェクトの “NEIA エレクトロニカ新潟 2022（11 月 16-17 日ハイブ

長岡）”開催に向けて本格活動を行う。会員外からの参加依

頼に合わせて当会入会も PR して行くので会員全員で協力を

お願いしてゆく。 “人財育成研究会の報告”や“職場を元気

にする女性の会”の活動報告もされました。

第２号議案 令和３年度収支決算の件

審議前に監事を代表して、七里大樹様より監査結果「適正であ

ると」と報告されました。

第３号議案 令和４年度事業計画案の件

第４号議案 令和４年度収支予算案の件

当工業会通常総会および理事会終了後に、公務ご多忙の中

「長岡市長 磯田達伸様」に会場にお越しいただき、Zoom 参加者

も含めて会員に向けてご講話をいただきました。

『イノベーションシティ米百俵のまち 長岡』と題して、長岡市が

今後、ポテンシャルを活かした取組を

展開することによって市民生活の向上

と産業の活性化を実現していく指針に

ついて、約 20 分間にわたり、わかりや

すくお話しいただいたものです。

【講話の概要】

長岡市では、「デジタルインフラの立地優位性」「４大学１高専」

と地域企業との産学連携を活かし、①産業の活性化、②起業・創

業の促進、③時代に適合する行政サービスの追求、④自ら時代を

切り開く人材の育成を図るという４つの視点で、平成 29 年度から

「長岡版イノベーション」の推進を施策の中心に据えてきた。

,

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

第４８回通常総会 ハイブリッド開催される ５月２５日

具体的には、NaDeC 構想の推進により、人材育成と産業振興を促

進。また、リモートワークの広がりに対応しつつサテライトオフィス誘致

に取り組む「長岡ワークモデル」の広がりも着実に進んでいる。

デジタル社会の進展を地域の課題

解決に結びつける「仮想山古志プロ

ジェクト」は、住民団体がメタバースを

活用し、地域の課題解決に取り組む

もの。

こうした長岡市の取組は、国や関係

機関などからも高い評価を受けており

経済産業局との包括的連携の構築、

国土交通省等のモデル都市選定等を

受けている。

これからも、立地・人材・デジタル環境と

いうポテンシャルを活かし、イノベーショ

ンを着実に進めていきたい。

通常総会併催 「 磯田達伸 長岡市長 講話 」 ５月２５日
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磯田達伸市長  吉原 NEIA 会長



ＮＥＩＡ事務局から

新潟日報紙の特集企画 「Weekly Biz/にいがた企業ヒストリー」

に、新潟通信機株式会社（当会会員）のこれまでの歩みが４回にわり

紹介されました。新聞掲載【第１回令和４年５月 16 日から第４回６月

６日まで】  https://www.niigata-t.co.jp/

・第 1 回：現在、自社開発のタクシー無線国内シェアは約３割で全国

トップクラスを誇る同社は、梶山敏雄氏が 1960 年、創業しました。

同氏は当初、自動車のエンジニアからスタートしましたが、電装部

門、無線技術へと関心を移し、タクシーがどんどん増えていく社会

情勢に対応していきました。

・第 2 回：梶山敏雄氏は、省電力型の無線機を仲間と開発し、7 人で

新潟通信機を設立。設計からアフターサービスまで丁寧に対応す

る同社は成長を重ねていましたが、1969 年、県内の自動車学校の

経営を引き継いだことが契機となって、事業の多角化を進めること

になりました。

・第３回：1979 年には、秋田市交通局から相談されたことがきっかけ

で、バスのロケーションシステムの開発に着手、この成功がタクシ

ーの車両位置自動表示 AVM につながり、AVM はヒット商品になり

ました。こうした優れた技術開発が高く評価され、1996 年には県経

済振興賞を受賞しました。

・第４回：２代目社長の齋藤昭治氏（NEIA 第３代会長）は、デジタル無

線機の開発に注力し、2004 年、第 1 号機を送り出しました。

No.34

新潟通信機(株)

明日の移動を支える“ものづくり”企業

1960 年創業の業務用無線機・無線システ

ムの専門メーカーです。業務用無線機の企

画開発、製造販売、設置工事まで、一貫し

たサービスを提供しております。タクシー配

車システムなどの無線システムの納品実績

は全国で２０００システムを超えます。温度

差や振動の厳しい車内環境に耐えうる業務

用無線機の製造、各地域の様々な交通事

情に対応したシステム構築を得意としており

ます。業務用無線機やＧＰＳを使った位置

動態管理システムの製造販売等。

本社：新潟市中央区上所中 3 丁目 14-8

http://www.niigata-t.co.jp/

No.35

日豊電資(株)

新しい価値を創造する物づくり！

1980 年創業以来、社是である『創意工夫』

の精神のもと、プリント基板の総合メーカー

としてエレクトロニクス業界の急速な発展を

背景に、お客様のニーズに合わせ設計から

生産・販売に至る一貫した社内体制。

事業内容 ＊プリント配線板：多層プリント

基板（4～8 層)・両面プリント基板 BGA 搭載

プリント基板、インピーダンス基板片面プリ

ント基板（写真法）＊設計・開発：プリント基

板アートワーク＊化成品：梱包資材、副資

材精密金属加工：治工具等。

本社：長岡市川崎町 1934 番地 4

http://www.nippo-denshi.co.jp/

No.36

日本精機(株)

すべての人に、安心・安全・感動を。

日本精機グループは、技術により、世界の

人々に安心・安全、そして、感動を提供す

るトータルソリューションカンパニーを目指

します。人々の暮らしがより安心・安全・快

適となり、より豊かに過ごすことができるよ

う、私たちはこれからも、価値の高い製品・

サービスを提供してまいります。

事業内容 ＊四輪車用・二輪車用・汎用計

器類／OA・情報機器操作パネル／空調・

住設機器コントローラー／高密度実装基板

EMS 等の製造、販売等。

本社： 長岡市東蔵王 2 丁目 2-34

http://www.nippon-seiki.co.jp/

進んでいます！『エレクトロニカ新潟 2022（展示会プロジェクト）開

催』に向けて引き続き、出展説明・勧誘、行政機関等への協力要請

を展開しました。

5 月 11 日（水） 長岡市商工部での要請

5 月 16 日（月） 新潟日報社（統合営業本部）への説明

5 月 27 日（金） 県庁（交通政策局）での出展説明

5 月 30 日（月） 長岡市内電子部品製造企業での出展説明

県交通政策局からは、ロジスティックスに関わる県内港湾の利用

について、出展し、併せて説明会を開催したいとの意向が示されま

した。

上記以外にも、会員、会員外を問わず県内外企業との出展調整

が進んでおります。 また、６月に入って、上越地域３市の商工団体

が参集する会議においても、上越市ものづくり振興センター様のご

協力により、エレクトロニカ新潟 2022 の開催概要を紹介しました。

会員以外の方々にご説明に伺いますので、事務局まで連絡をお願

い致します。

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

今後も引き続きご協力いただきますようお願

い申し上げます。           事務局

◆現場担当者・総務担当者による

実務重視の専門分野情報交流会
・品質情報交流会・環境情報交流会・労働

安全衛生情報交流会の参加者募集中！

製造現場の各種問題解決を実務者同士で

相談・検討できる場を提供しています。

ＩＳＯマネジメントシステムの最新情報や維

持管理など情報共有化もされています。

参加無料です。詳細は NEIA 事務局まで。

第 48 回通常総会を持って退任された各位

には、当会の運営・発展にご支援ご助言い

ただきまして感謝申し上げます。

副会長退任

・石野敏様（株式会社丸互）

理事退任

・新野忠史様（ＴＤＫラムダ株式会社）

・折原繁雄様（日本精機株式会社）

・木原靖則様（株式会社有沢製作所）
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2008 年に第３代社長に就任した梶山美佐男氏は、タクシー配車な

どで培った無線技術を更に高度化させ、生コン配送ナビゲーション

システムの開発やタクシー配車に必要なすべての機能をタブレット

に搭載。現在は、全国に 16 か所の拠点を有し、顧客の要望を聞

き取りつつ、商品を生み出し続けています。


