
12 月 2 日まちなかキャンパス長岡交流ルームを会場に、役員

13 名（会長、副会長等を含む理事 11 名、監事２名）が出席し、

約 2 時間にわたり審議が進められました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最初に、６つのプロジェクトそれぞれについて、現時点まで

の取組状況が事務局から報告されました。また、各プロジェク

トが会員の皆さまのニーズに沿った内容で効率的に運営され

るようにチーフを１名ずつ選任するとともに、今後も引き続き

役員以外の企業などからの参画を働きかけてメンバー

を補強し、サブチーフも設置していくこととなりました。 
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第 174 回 理事会 開催される 令和 3 年 12 月 2 日  
 9 月の理事会では、大卒高卒とも人材の確保難が深刻であ

るとの意見が多数あったことから、人材確保に関する取組を

プロジェクト原案に追加いたしました。 

 

具体的には、複数企業による「合同開催形式」のインターン 

シップを導入することによって受入側企業の負担を軽減しつつ 

適切なマッチングが進む環境を整えるため、今年度はまだ「試 

行」段階ではありますが、大学や県などとの準備を進めていま

す。高卒人材についても、工業高校生徒へ会員企業の技術力や魅

力をアピールできる機会をつくるため、学校側との調整を進め

ています。 

 

 会員の皆様のニーズに応えることを原動力として、各プロジ

ェクトが今後進んでまいりますので、多くの会員にプロジェク

トへ参加いただき、ご意見を寄せていただきたいと考えており

ます。 

 

 理事会では以上のほか、事業と会計について年度の中間報告

を事務局から行った上で、来年 5 月下旬の第 48 回通常総会まで

のスケジュールの確認等をいたしました。 

◆各プロジェクトの参画企業、チーフ、取組状況等一覧（12月2日現在）◆
プロジェクト名 主な構成事業 現状 これまでの取組

脱炭素社会の構築に向けた取組 稼働中 10月27日 脱炭素研究会（３回シリーズの第1回目開催）

社会奉仕活動 稼働中 文化活動の後援（村上市の大須戸能保存会事業）

大学・官公庁・金融機関との連携 準　備 金融機関を含め、準備協議開始

・チーフ㈱第一測範製作所（木村敬知）・JPC㈱ ・㈱日立産機中条エンジニアリング ・吉野孝也(個人賛助会員)

ISO27001 など新規セミナー企画 準　備 アンケート調査でニーズ把握 

知的財産権の勉強会 準　備 （アンケート調査でニーズ把握）

ISO9001、14001 などのセミナー実施 稼働中 8月、10月に内部監査員養成セミナー開催

情報交流会（品質、環境、労働安全衛生） 稼働中 12月に各交流会がミーティング開催

・チーフ㈱エム・エスオフィス（遠山 肇）・㈱第一測範製作所

人財育成研究会 稼働中 11月５日 第3回を開催

職場を元気にする女性の会 稼働中 9月14日　今年度の第1回開催

採用など人材確保対策 稼働中 11月、12月 新潟大学等とのインターンシップ勉強会 工業高校への働きかけ

 ・チーフ㈱第一測範製作所（若月修一）・㈱アドテックエンジニアリング ・㈱有沢製作所・アルプスアルパイン㈱長岡工場

・㈱エム・エスオフィス ・日本精機㈱ ・ネギシ電機㈱・㈱丸互

ロボット導入に向けた勉強会 準　備 連続Webセミナー開催（令和4年1月後半）

IoTの活用に向けた勉強会 準　備 （アンケート調査でニーズ把握）

PLC、Python等の講座 準　備 PLC講座について、講師との打ち合わせ

・チーフTDKラムダ㈱（渡邊 泉） ・JPC㈱ ・㈱七里商店 ・㈱タワシテック ・㈱第一測範製作所 

・㈱日立産機中条エンジニアリング ・㈱北越電研

企画チーム【コンセプト、全体構成】 10月21日 燕三条メッセ視察  ８名参加　　　

広報・出展企業募集チーム 令和4年秋（10月or11月）開催案概要

会場設営・運営チーム 今後、出展意向調査を実施

・チーフ㈱七里商店（七里大樹）・JCCソフト㈱ ・JPC㈱  ・㈱第一測範製作所

・ダイニチ工業㈱ ・新潟通信機㈱ ・柴木良一(個人賛助会員)

会員増強 役員・事務局が手分けをして、随時勧誘対象企業を訪問し、働きかけ

稼働中

地方創生

規　格

人財育成

省力化

展示会



◆品質情報交流会 12 月 1 日(水) 
開催：ＷＥＢ 

参加者：９名  

概要：ISO9001 品質マネジメント 

システム監査実施事例をもとに、 

各社活動について意見交換 等 

 

◆環境情報交流会 12 月 7 日(火) 
開催：対面式・NICO テクノプラザ 

参加者：８名 

概要：ISO14001 環境マネジメント 

システム監査実施事例をもとに、 

各社活動について意見交換 等 

 

◆労働・安全衛生情報交流会 12 月 17 日(金) 
開催：対面式・NICO テクノプラザ 

参加者：６名 

概要：・新型コロナ感染症の各社 

対応・安全衛生活動事例・外部審 

査事例・法令施行の紹介 等 

 

◆現場担当者および総務担当者の参加者を募集中です。 
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No.19 

三陽工業（株） 
 

マルチメディアとデジタル通信が実現する 

ネットワーク環境と住み良い環境の 

豊かな未来に貢献します。 

 

通信、OA、AV を中心とする分野で、ケーブ

ル、コード・ハーネス関連の多様な製品を生

み出し市場に送り出してきました。 

製品：産業機器関連（航空機用・自動車用・

船舶用ハーネス、バーコードスキャナー用コ

ード、医療介護機器周辺ケーブル）/データ

通信関連（LAN・インターフェース・USB・RGB

ケーブル）/音声通信関連 等 

 

本社・工場：小千谷市平沢 2-3-20 

拠点：東小千谷工場、営業部：東京都千代田

区  https://sanyo-ind.co.jp/ 

No.20 

JCC ソフト（株） 
 

JCC グループは、情報社会を生きる『人』を 

中核に置く“ＩＴソリューショニスト“の集団です。 

 

アプリケーション開発・インフラ構築の JCC ソフ

ト＝お客様のご要望に合わせて共同開発を行

い、IT のベストソリューションをご提案・ご提供

いたします。 

事業：ソフトウエアの受託開発、ソフトウエアの

運用サポート、建設業統合情報システム“JCC

クラウド”、PC ネットワークシステムの構築・運

用支援、PC クライアント設定・リプレース作業・

PC ハードウエア・ソフトウエア周辺機器の販売 

 

本社：上越市黒井 2598 番地 30 

東京本社：東京都台東区、新潟支社：新潟市 

https://jccinc.co.jp/ 

No.21 

JPC（株） 
 

多業種に渡る総合的な 

技術領域をカバーします。 

私たち JPC は、全ての分野において 

“人財”を育てることを大切にします。 

 

事業：産業機械の設計及びに製造販売、

システムエンジニア・プログラマー業務請

負、システム開発・ネットワーク構築、技術

者派遣事業、施工管理業務、再就職支援

事業（各種教育訓練）、一般派遣事業・紹

介予定派遣業、有料職業紹介事業 

 

本社：長岡市緑町 3 丁目 194 番地 1 

長岡工場：機械加工工場・高見工場 

新潟営業所：システム開発事業部 等 

http://www.jpc.co.jp/ 

◆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 6～8 日【終了】 

 〇新潟会場 デンカビッグスワン内 

  開催日：令和 4 年１月 19～21 日【募集中】 

◆ISO14001 内部監査員養成セミナー 

 〇長岡会場 長岡新産管理センター 

  開催日：令和 3 年 8 月 23～24 日【終了】 

 〇新潟会場 デンカビッグスワン内 

  開催日：令和 4 年 3 月 10～11 日【募集中】 

http://www.neia.or.jp/category/news/seminar 

NEIＡ事務局便り 

 省力化プロジェクトの『連続ＷＥＢセミナー』は、若年就労者の

減少などにより人手不足が深刻になっている製造現場のニーズに

応えるため、会員企業において導入実績があり、その後の適切な

フォローも確認されているメーカーに協力を呼びかけ開催します。 

詳細および参加申し込みは、下記リンクまたは事務局まで。 

◆第１回 「技術動向、ＳＩｅｒの役割」 

 １月２０日開催 http://www.neia.or.jp/news/1958 

◆第２回 「シーケンサ連携、モデルレスピッキングﾞ等の紹介」 

 １月２５日開催 http://www.neia.or.jp/news/1965 

◆第３回 「見える化シフトウェア、オープンフラットフォーム」 

 ２月１日開催  http://www.neia.or.jp/news/1978 

品質・環境・労働安全衛生 情報交流会 開催 人手不足・業務改善“省力化プロジェクト”始動 

旧年も Covid-19 新型コロナ禍 

においても会員および関係者皆 

様のご支援・ご協力を賜り事業 

も推進でき御礼申し上げます。 

今年は６プロジェクトの実行段 

階となりますので重ねて宜しく 

お願い申し上げます。 

新年を迎えおめでたいことです。 

趣味の海釣りで大きな鯛を釣り 

あげました。今年は更なる大物  

が・・・初夢でした。        専務理事  髙橋 賢 

今年は寅年ということもあるので何 

か新しいことにトライしたいと思っ 

ています。NEIA も新プロジェクトが 

本格的に発進します。「虎穴に入ら 

ずんば、虎子を得ず」の精神で積極 

的に動いていきます！本年も宜しく 

お願い申し上げます。 島田江理子 

 
元 NEIA 事務局長でお世話になって 

ましたが、昨年９月から週３時間勤務 

で会報誌や広報関係担当です。 

宜しくお願いします  広橋清一  

新年あけましておめでとうございます。 NEIＡ ISO 講習会案内 

第１回セミナー 第２回セミナー 第３回セミナー

講   師 (株)デンソーウェーブ 三菱電機(株) ファナック(株)
 　 (株)タワシテック

開　催 令和4年１月２０日（木） 令和4年１月２５日（火） 令和4年２月１日（火）
午後1時30分から約１時間 午後1時30分から約１時間 午後1時30分から約１時間

ZOOM Teams Webex
テーマ 技術動向、SIerの役割 シーケンサ連携、モデル 見える化ソフトウエア、

レスピッキング等の紹介 オープンフラットフォーム　

概　要 社内リソースを活用した内 既にロボットを導入してい 生産機器の稼働管理や見え

製化へ向けたロボット導入 る現場にもインパクトのあ る化を進めるソフトウエア、

支援および導入後のフォロ る事例や最新のメリットを オープンプラットフォームを

ーの重要性 説明 説明

 ロボットの最新技術動向  ロボットとシーケンサの連  MT-LINKi

 ロボット導入の考え方と  携ロボットソリューシ ョン,  FIELD system

 SIerの役割について県内  人協働ロボット ASSISTA  オープンプラットフォーム

 企業事例  導入事例紹介


