
市 長 記 者 会 見 

 
                  期 日：令和元年９月４日（水） 

                  時 間：午前９時 

                  会 場：大会議室南側 

 

内容 

１ 三条看護・医療・歯科衛生専門学校が 

      設置認可を受けて学生募集を開始・・・【高等教育機関設置推進室】 

 

２ 工業流通団地分譲企業の内定及び第２次公募の開始・・・・・・・【商工課】 

 

３ 過去最大の「燕三条 工場の祭典」開催 

          今年も「産地の祭典」を同時開催・・・・・・・【商工課】 

 

４ 人材確保に関するセミナーの開催と 

        保護者向け企業訪問バスツアーの実施・・・・・・・【商工課】 

 

５ 地元の若者が商店街のシャッターを開ける 

    「一ノ木戸商店街×ハラジュク化プロジェクト」・・・・【地域経営課】 

 

６ 東三条駅前駐車場オープン１周年記念イベントと 

       三条マルシェを同時開催・・・・・・・・【地域経営課、環境課】 

 

７ 「さんじょう消防・防災フェスタ×わくわく建設フェスタ 

               in ミズベリング三条」・・・【建設課、行政課】 

 

８ 「五感で楽しむ！Bit's ITALIAN ACADEMY」を開催・・・・・【営業戦略室】 



令和元年９月４日 

 報道機関各位 
高等教育機関設置推進室長  

 
 

 

 

 

 

 

 

三条看護・医療・歯科衛生専門学校が 

設置認可を受けて学生募集を開始 

 地域医療を担う人材の育成を目的に準備を進めてきた「三条看護・医療・歯科衛

生専門学校」が設置認可を受けて学生の募集を始めます。 

１ 三条看護・医療・歯科衛生専門学校設置認可 

 (1) 設置認可年月日 令和元年８月２日 

 (2) 学校長名 追手 巍（おいて たかし） 氏 

          新潟医療福祉大学 医療技術学部臨床技術学科教授 

          新潟大学 名誉教授 

          公益財団法人新潟医学振興会 理事長 

 (3) 開校予定日 令和２年４月１日 

 

２ 令和２年４月入学生募集概要 

 (1) 令和２年度入学生募集学科 

  ・看護学科(指定申請中)     ３年制／定員 40 人 

  ・歯科衛生士学科(指定申請中)  ３年制／定員 50 人 

  ・医療事務学科         ２年制／定員 25 人 ※女子のみ 

 (2) 出願受付開始 令和元年９月 17 日(火)から 

 (3) 問合せ 

   学校法人 国際総合学園 

    三条看護・医療・歯科衛生専門学校設置準備室 

   電話 0800-888-4655  ホームページ http://www.hospi.ac.jp/ 

  ※詳細は、別添の学生募集要項等を御覧ください。 

担当：高等教育機関設置推進室 長谷川 

電話：0256-34-5637 

報道資料１ 



令和元年９月４日 

 報道機関各位 
商工課長  

 
 

 

 

 

 

 

 

 栄地域に造成している工業流通団地の分譲の公募に対して 14 社から応募があり

11 社を分譲予定企業として内定しました。 

 また、９月９日（月）から第二次公募を開始します。引き続き、あらかじめ区画

を定めずに企業のニーズに対応する「セミオーダー方式」により販売します。 

１ 第１次公募内定企業 

 (1) 内定企業 別紙１のとおり 

 (2) 選定基準 別紙２のとおり 

 

２ 第２次公募 

 (1) 公募期間 ９月９日（月）～11 月 29 日（金） 

 (2) 対象業種 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業 

        ※上記業種以外の企業は問合せください。 

 (3) 予定分譲面積 11.1ha（別紙１のとおり） 

 (4) 予定分譲開始時期 令和３年中 

 (5) 予定分譲価格 約 50,000 円程度／坪 

 (6) 募集要領 

   商工課で配布しているほか、ホームページからダウンロードできます。 

 (7) 申込先 商工課 電話 0256-34-5610 

担当：商工課 商工係 丸山 

電話：0256-34-5610 

報道資料２ 

工業流通団地分譲企業の内定
及び第２次公募の開始 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

工業流通団地造成事業概要 

○場所 

 福島新田丙、福島新田丁、 

一ツ屋敷新田、若宮新田 

 

○規模（公共施設を含む） 

 約44.4ha 

（分譲予定面積約34.5ha） 

 

○業種 

 製造業、道路貨物運送業、 

 倉庫業、卸売業 

 

○分譲開始時期（予定） 

Ａブロック 令和２年度末 

Ｂブロック 令和３年中 

③三光総業株式会社 

⑨株式会社髙儀

⑤株式会社ハイサーブウエノ 
⑧株式会社伊藤製作所 

④株式会社いすゞ製作所 

①パール金属株式会社 

⑦企業の都合により非公表 

⑪株式会社丸富 

⑩株式会社レックス 

⑥株式会社三条工機製作所 

分譲内定企業及び第二次分譲用地 

中央工業団地 

②新都ケミカル株式会社 

 
        ： 分譲内定地  
 
 
       ： 第二次公募用地 

企業名 本社所在地 分譲予定面積（㎡）

① パール金属株式会社 三条市五明190番地 40,100
② 新都ケミカル株式会社 三条市福島新田丙2402番地 11,000
③ 三光総業株式会社 三条市南四日町四丁目８番６-１号 3,000
④ 株式会社いすゞ製作所 三条市荻堀字藤平1397番地42 13,800
⑤ 株式会社ハイサーブウエノ 三条市福島新田丙2406番地 36,400
⑥ 株式会社三条工機製作所 三条市金子新田乙1674番地12 4,800
⑦ 1,200
⑧ 株式会社伊藤製作所 三条市福島新田丙2401番地 21,900
⑨ 株式会社髙儀 三条市塚野目2341番地1 86,400
⑩ 株式会社レックス 新潟市中央区南長潟12番10号 12,200
⑪ 株式会社丸富 三条市若宮新田697番地1 3,000

合計 233,800
全分譲予定面積に占める内定面積の割合 68%

企業の都合により非公表

※分譲予定面積は概算であり、確定測量を行うこ

とで契約面積が確定する。 

別紙１ 



工業流通団地内定企業選定基準 

 

 

 次のように内定企業を選定するものとする。 

 

１ 内定企業の選定は、エントリー企業申込書に記載される第一希望地から順 

に行うものとし、第一希望地において内定企業に選定されなかった企業は第

二希望地、さらに第二希望地において内定企業に選定されなかった企業は第

三希望地において行う。 

２ 他の企業と希望地が重複しない場合は、その希望地における内定企業に選 

定する。 

３ 他の企業と希望地が重複する場合は、次のように内定企業を選定する。 

(1) 既に中央工業団地内に事業所を有しており、さらに工業流通団地内に

事業所の増設を計画する企業を優先する。 

 (2) (1)に該当する企業が不在又は複数存在する場合は、より大きな面積の

土地を希望する企業を優先する。 

 (3) (2)に該当する企業が複数いる場合は、分譲後に事務所、工場等の建物

の建設を計画している企業を優先する。 

 (4) (3)に該当する企業が不在又は複数存在する場合は、エントリー企業申

込書及び面談の内容が三条市の発展により大きく寄与するものであると

判断される企業を優先する。 

４ 第二希望地又は第三希望地が他の企業の内定対象地と重複する場合は、当

該第二希望地又は第三希望地において内定企業に選定されなかったものとみ

なす。 

別紙２ 



令和元年９月４日 

 報道機関各位 
商工課長  

 
 

 

 

 

 

 

 

過去最大の「燕三条 工場の祭典」開催 

今年も｢産地の祭典｣を同時開催 

 燕三条地域の名だたる企業が一斉に工場を開放する第７回｢燕三条 工場の祭典｣

を開催します。３つの KOUBA(工場、耕場、購場)から、過去最大数となる 113 事業

所が参加します。 

 また、全国のものづくり産地が集まる｢産地の祭典｣を併せて開催します。 

１ 第７回「燕三条 工場の祭典」 

 (1) と き 10 月３日(木)～６日(日) 

 (2) ところ 三条市・燕市全域及びその周辺地域 

 (3) 参加数 113KOUBA 

 (4) シャトルバス JR 燕三条駅と三条ものづくり学校間を運行します。 

 (5) オフィシャルブック 

   燕三条地場産業振興センター、燕三条 Wing 等において 2,000 円で販売 

 (6) 主 催 「燕三条 工場の祭典」実行委員会 

   （事務局） (公財)燕三条地場産業振興センター 

         燕三条ブランド推進部企画推進課 

         三条市経済部商工課 

         燕市産業振興部商工振興課 

 

２ 産地の祭典 

 (1) と き 10 月４日（金）～６日（日） 

 (2) ところ 三条ものづくり学校 

 (3) 参加数 ８産地（会津若松市、大田区、墨田区、富士吉田市、関市、

瑞浪市、京都市、大阪市） 

 ※ 上記産地のほか、燕三条地域からも８つのショップが出店します。 

担当：商工課商工係 泉田、横山 

電話：0256-34-5609 

報道資料３ 



令和元年９月４日 

 報道機関各位 
商工課長  

 
 

 

  

 市内企業の人手不足を打開するため、企業に向けた人材確保のためのセミナー

と、大学生等の保護者を対象とした企業訪問バスツアーを実施します。 

１ 人材確保に関するセミナー 

 (1) と き 第 1 回 ９月 11 日（水）午後１時 30 分～３時 30 分 

        第２回 ９月 18 日（水）午後１時 30 分～５時 

 (2) ところ 三条商工会議所 １階 チェンバーズホール 

 (3) 対 象 市内に事務所等を有する企業 

 

２ 企業訪問バスツアー 

 (1) と き ９月 28 日（土）午前９時 20 分～午後４時 15 分 

 (2) 内 容 企業の職場の見学、就職情報の聴取等 

 (3) 訪問先 ㈱諏訪田製作所、シマト工業㈱、㈱ハーモニック、パール金

属㈱ 

 (4) 対 象 専門学校、短大、大学生の保護者及び U ターンを検討してい

る方の保護者 

 (5) 定 員 先着 25 人 

 

※ セミナー及びバスツアーの内容、申込み方法等の詳細は、添付のチラシを

御覧ください。 

担当：商工課 商工係 五十嵐、古川 

電話：0256-34-5611 

人材確保に関するセミナーの開催と 

保護者向け企業訪問バスツアーの実施 

報道資料４ 



令和元年９月４日 
 報道機関各位 

地域経営課長  

 
 

 

 

 

地元の若者が商店街のシャッターを開ける 
「一ノ木戸商店街×ハラジュク化プロジェクト」 

１ と き ９月 21 日(土)～23 日(月・祝)午前 11 時～午後６時 

     ※23 日は午後５時まで 

 

２ 内 容 

 (1) 空き店舗等への出店 

   旧岡久薬局、旧第四証券ビル、一ノ木戸郵便局駐車場に、原宿の４店舗

が出店します。 

   ・SPINNS(アパレル)     ・パニカムトーキョー(グッズ販売) 

   ・一千花(タピオカドリンク) ・チーズドック専門店 

 (2) 和太鼓パフォーマンス集団「暁天（ぎょうてん）」公演 

   ア と き ９月 22 日(日)午後３時～午後４時（開場 午後２時 15 分） 

   イ ところ 三条別院 

   ウ 入場料 500 円 

   エ その他 午後４時 30 分からメンバーと写真撮影と握手ができるフ

ァンサービスを行います。 

 

※上記のほか、一ノ木戸商店街の既存店舗でも様々な取組を行います。 

 

３ クラウドファンディングによる支援の募集 

  URL https://www.makuake.com/project/onecreate/ （９月 20 日まで） 

 担当：地域経営課 中心市街地活性化推進係 

     中村、目黒 電話：0256-34-5628 

 地元の若者が空き店舗等に原宿の人気店を誘致し、一ノ木戸商店街を原宿化しま

す。若者に地元のために自分たちにもできることがあると実感してもらうことを通

して、地域の未来を考え行動できる人材の育成を図ります。 

報道資料５ 



令和元年９月４日 
 報道機関各位 

環境課長  
地域経営課長  

 
 

 

 

 

 

 

東三条駅前駐車場オープン１周年記念

イベントと三条マルシェを同時開催 

 東三条駅前駐車場のオープン１周年を祝うイベントと三条マルシェを同時開催

します。 

１ と き ９月８日（日）午前 10 時～午後３時 

２ 東三条駅前駐車場オープン１周年記念イベント 

 (1) ところ 東三条駅前駐車場芝生広場 

 (2) 内 容 ・アクセサリー等の出店（11 店） 

        ・雑貨作りのワークショップ 

        ・東三条商店街のサービス券等が当たるガチャ 

３ 三条マルシェ 

 (1) ところ 東三条商店街周辺 

 (2) 出店数 約 60 店 

 (3) 内 容 ・三条マルシェでの No.1 を決める１番選手権 

        （正午～）マルシェ de No.1 早食いコンテスト 

        （午後１時 40 分～）だるまさんがころんだ 

        ・除雪車・小型消防車の展示 

        ・園児やダンスチームによるイベントステージ 

        ・三条マルシェ記念カード第３弾販売 

 

※市役所と地域振興局から会場までの無料シャトルバスを運行します。 

東三条駅前駐車場オープン１周年記念イベント 

 担当：環境課生活安全・交通係 篠田 電話：0256-34-5574 

三条マルシェ 

 担当：地域経営課中心市街地活性化推進係 藤田、清水 

 電話：0256-34-5628 

報道資料６ 



令和元年９月４日 
 報道機関各位 

 
行政課長  
建設課長  

 

 

 

 

 

 

 ミズベリング三条において、「さんじょう消防・防災フェスタ」、「わくわく建設

フェスタ」を同時開催します。 

１ と き  ９月 14 日（土）午前 10 時～午後３時 

       （一部イベントの時間が異なります。） 

 

２ ところ  ミズベリング三条（三条防災ステーション） 

 

３ 内 容 

  ・消防はしご車、高所作業車等の搭乗体験 

  ・塩ビ管で作る水鉄砲＆バルブ操作ゲーム、アルミ缶クラフト 

  ・降雨体験、地震体験、濃煙体験 

  ・非常食試食体験、気象実験コーナー 

  ・災害対応用車両展示 ほか 

 

４ その他 

  午前 10 時 30 分から水防学習館において、市長とのふれあいトークを開催

します。司会者は、よしもと新潟県住みます芸人の関田 将人さんです。申

込みは不要です。 

さんじょう消防・防災フェスタ 

 担当:三条市行政課 市橋、谷間 電話:0256-34-5517 

わくわく建設フェスタ 

 担当：三条市建設課 知野、会田 電話:0256-34-5713 

 

さんじょう消防・防災フェスタ 
×わくわく建設フェスタ ｉｎ ミズベリング三条 

報道資料７ 



令和元年９月４日 

 報道機関各位 
営業戦略室長  

 
 

 地場産製品の PR を目的に、燕三条の工場見学・製造体験と料理教室を組み合わ

せた「五感で楽しむ！Bit's ITALIAN ACADEMY」を開催します。 

 キッチンツールを製造する工場を見学し、製造体験などを行った後、その製品や

地場の食材を使いながら、本格イタリアンの作り方をプロから学びます。 

１ 五感で楽しむ！Bit's ITALIAN ACADEMY 

 (1) とき・内容 

  10 月 23 日（水） 藤次郎㈱で包丁の製造見学、料理教室 

  11 月６日（水）  マルナオ㈱で高級箸作り体験、料理教室 

  11 月 20 日（水） ㈱三条特殊鋳工所で鉄鍋の製造見学、料理教室 

  12 月 11 日（水） ㈱玉川堂で鎚起銅器の製作体験、料理教室 

  ※ 時間は、いずれも正午～午後５時 

  ※ 料理教室は、各回とも同じ内容です。 

 (2) 料理教室講師  Bit オーナー 秋山 武士 シェフ 

 (3) 定員・参加費  各回 抽選 10 人・5,000 円 

 (4) 申込方法  各回２週間前までに申し込みください。 

          10 月１日から下記 HP にて申込受付を開始します。 

          https://tsitalian-bit.com/main/ 

 

２ キックオフイベント 

 (1) 対象 インフルエンサー及び報道機関 

 (2) とき ９月 18 日（水）午前９時～午後６時 

 (3) 内容 藤次郎㈱、マルナオ㈱、㈱三条特殊鋳工所、㈱玉川堂の見学、

料理教室（各会場間はバスで移動します。） 

※全行程に同行して取材される場合は、９月 11 日（水）までに下記担当者

までお電話にて申し込みください。（一部だけの場合は申込み不要です。） 

 090-7812-4755（燕三条イタリアン Bit 広報担当 山口） 

担当：営業戦略室 営業戦略係 横山 

電話：0256-34-5603 

「五感で楽しむ！Bit's ITALIAN ACADEMY」

を開催 

報道資料８ 



五感で楽しむ！Bit's ITALIAN ACADEMY 

メディア等向けキックオフイベント 行程表 

 

 

と  き  ９月 18 日（水）午前９時～午後６時 

集合場所  燕三条イタリアン Bit 燕三条本店 

 

時刻 会場 内容 

9:00 燕三条イタリアン Bit 燕三条本店 9:30 出発 

 （バス移動 15 分）  

10:00 藤次郎 工場見学（45 分） 

 （バス移動 12 分）  

11:00 玉川堂 工場見学（60 分） 

 （バス移動８分）  

12:15 燕三条イタリアン Bit 燕三条本店 ランチ休憩（45 分） 

 （バス移動 18 分）  

13:30 三条特殊鋳工所 工場見学（45 分） 

 （バス移動 11 分）  

14:30 マルナオ 工場見学（60 分） 

 （バス移動 24 分）  

16:00 燕三条イタリアン Bit 燕三条本店 料理教室（120 分） 

18:00 終了  

 

 

＊当日の取材に関する問合せは下記にお願いします。 

 ０９０－７８１２－４７５５（燕三条イタリアン Bit 広報担当 山口） 
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