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▲新湊カニかに海鮮白えびまつり
 　　　　　　　　　（10月28日）

▲新湊曳山まつり（10月1日）

海の幸求め
 賑わう漁港

新湊の町中を練り廻る
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先月の事業 pickup

◇商業流通委員会
　観光の振興と商業の活性化について
（1）内川を活かしたまちづくりの推進

① 内川とその周辺地域の活性化策
　 「水辺のまち夢プラン」の着実な推進
② 内川周辺での空き家を活用したチャレンジ

ショップ出店環境の整備と支援
（2）新湊みなとまちづくり方策の推進

① 商業施設等の誘致の推進
② 東部海岸〜新湊大橋〜海王丸パーク〜内川

〜旧漁港での商業環境の整備
③「射水市宿泊・観光集客施設立地促進助成

金制度」適用地域の拡大
（3）観光拠点と関連事業者の個店のブ

ラッシュアップとおもてなし環境整
備に対する支援

◇物流港湾委員会
（1）港湾整備事業に係る地元優先発注
（2）中部・北関東経済圏へのポートセー

ルスの推進 
（3）富山新港周辺への企業誘致の推進

◇地域活性委員会
（1）東西埋立地の土地の有効活用と規

制緩和、（仮称）海の駅に対する支援
（2）「食彩しんみなと」事業への助成

◇交流観光委員会
（1）射水市と仁川広域市（韓国）の交

流推進と姉妹提携締結

（2）滞在型観光の促進に向けた支援と
交通機関の整備

・宿泊、レジャー施設（温泉）の誘致
・万葉線の延伸（海王丸パーク）と環状線

化（ＪＲ小杉駅まで）

◇総務企画委員会
（1）中小企業相談所に対する支援強化

　（市補助金のバランス是正）
（2）新湊庁舎跡地の利活用
（3）内川の遊歩道整備

◆国・県に対する提言・要望について
（1）富山新港の港湾機能の拡充

① 港湾総合庁舎の建設促進
② 国際物流ターミナルの整備促進
　コンテナバースの延伸　
③ 公共岸壁に上屋施設の設置促進
④ 旅客船バース（海王岸壁）の充実とターミ

ナル施設の設置促進
⑤ 富山新港で未整備となっている岸壁の整備

促進
（2）伏木富山港（富山港・富山新港・

伏木港）の連絡道路の整備促進
①（仮称）七美荒屋線の道路新設

（3）国内外との定期航路拡充と旅客船
寄港誘致のためのポートセールス促進
① 諸外国（東南アジア・韓国・中国・ロシア

との定期航路の就航促進
② 旅客船寄港の誘致促進

射水市へ提言･要望書

　射水商工会議所では、商工業の振
興や魅力ある地域づくりの推進に向
け、国をはじめ県・市などに対して提
言・要望活動を行っています。本年度
も10月4日に射水市との懇談会を開催
し、各委員会がまとめた平成25 年度
の予算編成に向けた提言・要望書を牧
田会頭から市長に手渡しました。
　その内容は次のとおりです。

来年度予算に向け16項目を要望

市長へ提言･要望書を提出しました

▲

〜射水市への提言・要望事項〜
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先月の事業 pickup

予　定 主な今後の動き
イベント情報

＜会議所＞　主な今後の動き

11/2 金 食彩しんみなと（25日まで）　
本所青年部観光ＰＲ事業（3日まで）

11/3 土 牧野商工フェア
新湊大橋開通記念シンポジウム

11/4 日 内川レトロ食べ歩きツアー
内川十楽の市

11/6 火 富山県商工会議所経営指導員協議会
経営指導員等スキルアップ研修会

11/7 水 総務企画委員会

11/8 木 元気とやま！中小企業シンポジウム

11/9 金 富山県社会保険委員会連合会大会
（年金委員・健康保険委員研修会）

11/10 土
射水市農業産業まつり
魚津商工会議所創立 60周年記念
講演会・祝賀会

11/12 月 北陸新幹線開業プロモーション事業に
おける出店者説明会

11/13 火
正副会頭会議・役員連絡会議
常議員会
労働保険適正加入推進員・事業主説明会

11/14 水 射水圏政経懇話会視察研修会（15日まで）

11/15 木 北陸信越ブロック商工会議所中小企業相談
所長会議並びに支援先進事例普及研修会

11/18 日 簿記検定試験

11/21 水 新湊大橋開通記念イベント実行委員会
「事業報告会」

11/23 金 共済制度加入事業所優待事業
「日帰りバスツアー」

11/2６ 月 マル経審査会

11/27 火 経営向上委員会「創造企業報告会」

11/28 水 本所女性会創立 20周年記念
講演会・式典・祝宴

11/29 木 北陸信越ブロック商工会議所会頭会議

11/30 金 富山県観光物産まつり（11/2 日まで）

＜新湊地区＞　イベント情報
■海王丸パーク■

　問合せ先：海王丸パーク（TEL 82-5181）

11/4 日 探鳥会

■新湊博物館■
　問合せ先：新湊博物館（TEL 83-0800）

11/16 金 石黒信由の絵図展
■高周波文化ホール■
　問合せ先：高周波文化ホール（TEL 82-8400）

11/18 日 吹奏楽フェスティバル

注）上記は予定であり、都合により変更にな
る場合もございますのでご容赦ください。

第一イン新湊において、金沢大学名誉教授　
広瀬幸雄氏の講演会を開催し、約40名が聴講し
ました。講師の広瀬教授は、金沢兼六園にある
銅像にカラスが近寄らないことに疑問を感じた
ことが研究へのきっかけとなり、その成果とし
て2003年にイグ・ノーベル賞を受賞されておら
れます。講演会では、これからのビジネスは「健
康」「長寿」「美容」をキーワードとしてとらえ水
素の効能利用、食品廃棄物処理について「Only
　One」「説明が可能な製品」であること等の事
例を紹介されました。閃いたアイデアはなんで
もノートに書き留め、すぐにでもビジネスで生
かせるものを厳選、取り上げていく事など、身
近に転がっているビジネスのネタ探しについて、
そのコツや斬新な発想法について、大学で培っ
てこられた産学連携の経験をふまえ分かり易く
話されました。

新湊産のカニ・白えびをメインに新鮮な海の
幸など地元特産品をＰＲする「新湊カニかに海
鮮白えびまつり」が10月28日（日）、新湊漁港東
地区（射水市八幡町）で開催されました。会場
には地元料理店による白えび・カニ料理のほか、
刺し身・寿司・浜汁・茹でカニ即売の各コーナ
ーや特産品販売など様々な店が軒を並びました。
ステージでは、万葉線の歌で知られるアーティ
スト島かおりさんのミニコンサートや、よさこ
い競演会などが催され、大勢の来場客で賑わい
ました。

新たなビジネスへのチャレンジ
射水圏政経懇話会講演会

とれたての海の幸を満喫
新湊カニかに海鮮白えびまつり

▲講演する金沢大学名誉教授 広瀬氏

▲新鮮な海の幸を求める来場客

10
18

10
28
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青 年 部 だ よ り

女 性 会 だ よ り

　新湊の豊富な海の幸を楽しんでもらうイベ
ント「食彩しんみなと・秋」のキャンペーンが
11月2日（金）より新湊地区の鮨店や料理店な
ど29店舗でスタート。その第一弾として鮨の
味覚が11月2日（金）〜11日（日）の10日間参
加鮨店において開催しており、期間中は大勢
の人が訪れ、新湊ならではの新鮮なネタを使
ったにぎり寿司を味わっていただいています。
　これから始まる第二弾（11月9日（金）〜25
日（日） 17日間）では老舗割烹料亭やレストラン、

居酒屋また特
産品販売店が
各店自慢のカ
ニ料理や地元
特産品で皆様
をおもてなし致します。
　先日、日本経済新聞「何でもランキング」で
新湊が『食べ歩きが楽しい港町』全国４位に選
ばれました。この機会に、ぜひ新湊の海の幸
をご賞味下さい。

　10月28日（日）に開催された「新湊カニかに海
鮮白えびまつり」で、射水商工会議所青年部が
どんどん焼き販
売を行いました。
毎年恒例となっ
た青年部のどん
どん焼きに、終
日不安定な天候
にもかかわらず、
長蛇の列ができ
ました。

　10 月 27 日 ( 土 )、
はかま鮨にて、長
野県千曲商工会議
所青年部との交流
会を開催しました。
千曲商工会議所青
年部のメンバーに
射水の海の幸を存
分に楽しんでいた
だきました。

　10月5日(金 )〜6日 (日 )全国商工会議所女
性会連合会北九州大会が開催され、全国から
2,643名（射水女性会より5名）が参加しました。
　吉川全国商工会議所女性会連合会長、日本
商工会議所中村専務理事、深町北九州商工会
議所女性会会長ら挨拶に続き、全国商工会議

所女性会連合会表彰授与式が行われました。
　記念講演会では株式会社 安川電機 代表取締
役会長 利島康司氏が「北九州発！グローバル会
社のロボット会長奮闘記」と題して講演されま
した。来年は宮城で開催されます。

　富山県商工会
議所女性会連合
会「第 28 回  観
月会」「砺波商工
会議所女性会10
周年記念事業」
が、10月28日（金）
砺波ロイヤルホ
テルにて開催さ

れ、県内女性会会員約110名が参加（射水から
12名の参加）しました。

　この観月会は、会員相互の連携強化と交流
を目的に、毎年県内8商工会議所女性会が持
ち回りで担当し、今年は砺波女性会の担当で
開催されました。観月会に先立ち、砺波商工
会議所女性会創立10周年記念式典が開催され、
上田市長、大島会頭の挨拶に続き、梅田富山
県商工会議所女性会連合会長の代理として当
女性会会長が祝辞を述べ、大島砺波商工会議
所会頭より、瀬尾会長に感謝状が贈られました。
また、当日は㈲志縁塾代表取締役の大谷由里
子氏の講演会も開催されました。

食彩しんみなと開催中！！

青年部名物「どんどん焼き」に
長蛇の列

千曲商工会議所青年部と
懇親を深める

〜産業と観光で未来を創造する都市北九州〜
第44回全国商工会議所女性会連合会北九州大会に参加

〜  会 員 相 互 の 交 流 を 深 め る  〜
富山県商工会議所女性会連合会「第２８回  観月会」に参加

▲どんどん焼き販売の様子 ▲千曲との交流会

11
2 ~25

▲祝辞を述べる木谷会長
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S E R I E S

緊迫する日中、日韓関係
−東アジアの発展を阻害する恐れ−

　領土問題を巡って日韓、日中関係が緊迫してい
る。竹島問題がクローズアップされた背景として、
韓国大統領の任期切れを控えた内政事情が指摘さ
れている。また、尖閣問題をきっかけに反日感情
が激化している中国については、所得格差の拡大
などで高まる国内の不満を愛国・反日教育でガス
抜きしようとする中国の政治姿勢が指摘されてい
る。一方、日本側の事情としては、混乱を極める
政治情勢や日米関係の弱体化が他国につけ入る隙
を与えたといわれている。
　確かに、こうした各国の政治情勢が外交に影を
落としていることは間違いない。ただし、経済面
での構造変化も無視できない要因である。中国や
韓国の著しい経済発展の一方で、日本は 20 年以
上にわたって経済停滞が続き、この結果、東アジ
アにおける経済面でのパワーバランスが大きく変
化している。日中関係をみると、今や経済規模で
中国が日本を抜き、中国経済の日本経済への影響
度も日に日に大きくなっている。足元の日本の輸
出不振も中国経済のスローダウンが主因である。
日韓関係は、日本の輸出超過が続いているが、日
本の家電メーカーの衰退ぶりとは対照的に、韓国
企業の躍進が目立つ。韓国や中国の企業は、かつ
ては日本に依存し協力を仰いできたものの、今や
日本を追い上げ日本を脅かす存在になっている。
こうしたもとで、日本は恐れるに足らずという感
情が芽生えても何の不思議もない。その上で政治・
経済のパワーバランスの構造変化に着目すると、
今回の領土問題は偶発的、一過性のものと楽観視
するわけにはいかなくなる。
　東アジアのパワーバランスは変化しているもの
の、同時に日中韓の経済関係は緊密さを増してい
る。躍進する韓国企業を支えているのは、日本の
部品や素材メーカーと言っても過言ではない。こ
れを反映して、日本企業の対韓直接投資も大幅に
増加している。また、日本企業にとって中国は最
優先の販売市場であり、生産基地としての重要性
も言うまでもない。
　今後を展望しても、日中韓の経済関係は緊密さ
をさらに増し、相互依存関係も深まっていくとみ
られる。日本企業にとっては、内需の低迷が続く
もとでアジアの需要を取り込むことが生き残りの

カギであり、規模の大きな中国市場を無視するこ
とはできない。世界市場を開拓する力を持つ韓国
企業も重要な取引相手である。日本企業は韓国や
中国企業に追い上げられているものの、国内で環
境・エネルギー、ライフ（医療・介護）や先端分
野で技術開発を進め、新市場を創造できれば、そ
れをアジアに輸出することで強さを維持できる。
一方、高度成長から中成長への移行期に差し掛か
り、省エネ・省資源への経済体質の転換を迫られ
る中国にとっても、日本の技術力やシステム力は
大きな魅力である。また、世界市場を攻略してき
た韓国企業にとって、隣国日本はまだまだ未開拓
の大市場である。
　しかしながら、領土問題に端を発した日中韓の
関係悪化が続けば、経済関係にも跳ね返り、互い
の経済にも悪い影響を与えることは不可避であ
る。日中韓は、これまでは外交関係では距離を置
きつつも、経済面では関係を強化するという「政
冷経熱」の関係にあった。かつて中国の政治家・
鄧小平が言及したように、領土問題を棚上げにし、
解決を将来世代に託すことで、未来志向の関係を
築いていこう、という暗黙の了解があったといわ
れる。しかし今や、領土問題というしこりが大き
くなり過ぎ、この問題の解決なしには未来志向の
関係を構築することは難しくなっているように思
われる。そうなれば、東アジア全体の安定を損ね、
地域の経済発展を阻害することにもなりかねな
い。日中韓政府の大局観に立った問題解決に向け
た努力が望まれる。

日本総合研究所　　　　
副理事長　高橋　進

上機嫌が、

人生でどれだけ大切か。

理解している人は意外に少ない。

１日の中の上機嫌の比率を

少しずつ上げていこう。

書道家　武田　双雲
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経営のヒントが見つかる！ 詳しくは、相談所まで
　　TEL 84-5110

ワン･ストップ無料相談のご案内

とやま
エキスパート
バンク

一人で悩まず、ご相談ください
●中小企業の方または創業を予定する方の経
営・技術力を強化するため、要請に応じて
専門的知識を有するエキスパートを派遣し
ます。

●１企業１回につき無料
　相談テーマが異なれば10テーマまで無料で
利用できます！

●秘密厳守で直接訪問・助言
●経験豊かな専門家を登録
●相談テーマ
　法律、経営革新、創業、労務、特許、情報
関連、会計・税務、店舗設計・診断、商業
デザイン、不動産、工業デザイン、工業

　中小企業事業主の皆さまの労務管理など
の課題について、ワン・ストップで対応す
る相談窓口を開設しています。また、必要
に応じて無料で専門家を派遣いたします。
▼ご質問・ご相談は▼
高岡支援コーナー　TEL0766－23－5000

射水市内1,400の事業所に
ＰＲできます！ 広告掲載募集

射水市内1,400の事業所に
ＰＲできます！

第６回創造企業報告会開催
本所 経営向上委員会（委員長 八嶋祐太郎）

では、厳しい経済環境における企業の存続と
繁栄を目的に、「新」をキーワードに新しい
取り組みに挑戦している射水の優れた企業経
営者から、その経営姿勢や経営戦略をお聞き
し、自社（店）へ置き換えし自己変革を促す
一助とすべく「創造企業報告会」を開催して
います。第6回創造企業報告会を下記のとおり
開催しますので、ぜひご参加下さい！
【日　　時】　平成24年11月27日（火）
　　　　　　　17：30～19：00
【場　　所】　射水商工会議所2階研修室
【報告企業】

株式会社プロデュース※
発表者：代表取締役社長　新川 篤志 氏

※住宅及び店舗の新築・リフォーム設計、
施工を行う。「商品を売るのではなく価
値を売る！」という信念の下、その延長
上でお客様をもっと喜ばせたいという思
いからハピアス株式会社を設立し、ライ
フスタイルショップ・飲食店を高岡市、
射水市に出店。地場産品のネットショッ
プ運営も行う。

【申込・問合せ先】
　射水商工会議所　TEL84-5110

広告掲載募集 

※ 掲載区画の実寸代です。

≪申込・問合せ先≫
　射水商工会議所 TEL84－5110

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

◆一区画（1/4P　縦6㎝×横16㎝）
年間 120,000円

◆半区画
（1/8P　縦6㎝×横8㎝）

年間 60,000円

◆1／4区画
（1/16P　縦3㎝×横8㎝）

年間 30,000円

インフォメーション
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相談所まで事前にご予約下さい
TEL84-5110

アドバイザー等 開 催 日 時
高岡支店国民生活事業
・小口の事業資金融資
・創業支援・地域活性化支援
・国の教育ローン、恩給・共
　済年金等を担保とする融資

11月20日（火）
13:00～15:00

富山支店中小企業事業
・中小企業への長期事業資金
　の融資
・国の中小企業政策に基づい
　た支援

１月24日（木）
13:00～15:00

一緒にインターネットビジネス活性化に
取り組みませんか？

富山県eビジネス推進協議会
会員募集！

　県内インターネットビジネスの活性化を目
的とし、会員相互の情報共有や勉強会、情報発
信、ウェブサイトの構築等を行います。皆様の
ご参加を心よりお待ちしております。
【代表発起人】
㈱ブルーコムブルー　代表取締役社長 松田　英昭氏
㈱河内屋　　　代表取締役社長 河内　肇　氏
㈱コスメランド　代表取締役社長 島田　潤　氏
㈱能作　　　　代表取締役社長 能作　克治氏
㈱開進堂楽器　代表取締役社長 山崎　隆志氏
【 会　　費 】　年１万円
【入会申込方法】
下記メールアドレスに『eビジネス推進協議会
参加申込』を標題としてメールを送付下さい。
メールアドレス：idata@ccis-toyama.or.jp
【問合せ先】
富山県商工労働部 商業まちづくり課
担当：平田、開坂　　TEL：076-444-3253

11 月は『労働保険適用推進強化期間』

１人でも雇ったら、必ず入るもの。
それは「労働保険」です！

　労働者（アルバイトを含む）を 1人でも雇っ
ている事業主は、労働保険（労災保険・雇用
保険）に加入する義務があります。まだ加入
していない事業主の方はすぐに手続きをして
下さい。
　また、事務処理に不慣れで不安のある方は、
事業主にかわって事務処理を行う、労働保険
事務組合を利用されると便利です。

加入手続きは･･･
　　ハローワーク高岡　　TEL 21-1515
　　射水商工会議所　　　TEL 84-5110

までお気軽にお問合せ下さい。

■日　時 １１月１４日(水)
13：30～16：00

■場　所 射水市小杉社会福祉会館
■講　師 第一講座　高岡税務署署長

　　　　　稲田精一　氏
　　　　　テーマ「税について」　
第二講座　高岡法人会会長
　　　　　要明英雄　氏
　　　　　テーマ「自分の幸せ感
　　　　　　　　　　最大値とは」

■入場無料（事前に電話にて申込みお願いします）
■申込・問合せ先■

公益社団法人高岡法人会
TEL 23-8855　FAX 26-1216

射水支部研修会のご案内
公益社団法人 高岡法人会

主な公的融資制度の利率
（平成24年11月１日現在）

相談会場　射水商工会議所 1 階相談室

■開催日時　　11 月 20 日（火）
　　　　　　　10 時～15 時
■相談会場　　射水商工会議所１階相談室

資　　　金　　　名 利率（年）

日　本　政　策
金　融　公　庫
（国民生活事業）

富　　山　　県

射　　水　　市

マ ル 経 融 資 １．７５％

２．０５％

２．００％

２．００％

普 通 貸 付

小口事業資金

中小企業振興資金

日本政策金融公庫
＜ 定 例 相 談 会 ＞

日本政策金融公庫
＜金融相談会（一日公庫）＞

インフォメーション
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　このコーナーでは、世界で活躍する企業、オリジナル商品がす
ごい企業などキラリと輝く射水市のがんばる企業をご紹介します。
第7回は、燐化学工業株式会社です。『燐』、『化学工業』と聞い
て皆さんはどのようなイメージを持たれますか？実は私たちの身
近なものに使われていて、私たちの生活を支えてくれている「燐酸」。
燐化学工業㈱は、その国内製造量の約30%を占めています。今回は、
代表取締役社長 安田陽一様、事務部課長 中山宏輔様にお話を伺
いました。

Ｑ＆Ａ
Ｑ．『燐』とは？
Ａ．リン（元素記号：Ｐ）は、体に欠かすことの出来ない必
須元素。以前は、リンを使用した代表的なものといえばマッ
チ（箱側面の茶色い部分がリン）がよく挙げられたが、用途
開発が行われ、身の回りの多くのものに使用されている。例
えば、清涼飲料水やハムなどの加工食品の添加物。清涼飲料
水の酸度を調整してまろやかにしたり、保水性があるため食
品の乾燥防止・食感向上に役立つ。その他、半導体の製造過
程で使用されたり、高電圧のケーブルを作る際にプラスチッ
クと一緒に混ぜられるなど用途は多い。
Ｑ．御社の強みとは？
Ａ．自社の主要製品は「燐酸」「重合燐酸塩」「難燃剤（赤燐系
難燃剤）」。国内で「燐酸」を製造している企業は3社。原料か
ら一貫した「難燃剤」の製造に関しては自社のみであり国内
市場の60%を占めている。品質にあまり差はなく、サービス
での差別化を図っている。燐製品のサンプル・試作要求は年
間300件、難燃剤の試作要求も年間20〜30件ほどある。燐
は非常に裾野の広い資源であり、いかにお客様の要望に応え
られるかが今後の勝負となる。
Ｑ．今後の展望
Ａ．燐製品の殆どは飽和市場にあり、また原料となる燐鉱石
は有限資源で輸入先（中国、モロッコなど）からの輸出規制な
ど状況は非常に厳しい。今期の売上見込は30億円。売上目
標を40億円に、中期計画を立てて頑張っている。

インタビューを終えて
　何よりもコミュニケーションを大切にされているという安田
社長。職員と向き合って話すために職場懇親会を設け、職員
の家族に対する工場見学会も実施されています。地域住民と
の触れ合いの場にも積極的に顔を出し、どんな機会も大切に
するという謙虚な姿勢に驚かされました。自社製品は人々の
生活を支えるものであり、さらに役立つものを開発するため
には、様々な人との交わりや結びつきが何よりも大切だから
だそうです。市場占有率60%の商品を持ちながらなお、現状
に甘んじることなく開発を続ける、その不断の努力に、経営
者としての確固たる信念や力強さを感じました。商工業者の
ための会議所も役に立つ事業を考え、実行し、継続しなけれ
ばと、背中を押していただいた気がします。

キラリ
しんみなと

目指すは売上40億！

▲左から85%リン酸、結晶塩、
SPD品リン酸塩、難燃性ペレ
ット、難燃剤、リン鉱石

▲社長　安田　陽一 様

社　　名
　燐化学工業株式会社
本　　社
　射水市新堀３４
設　　立

大正15年11月
代 表 者

代表取締役社長  安田  陽一
資 本 金　1億2,000万円
事業内容

無機リン製品製造販売

会 社 概 要

地域の皆様に、地元新湊の商品・
生産品が愛用され、育てていただく
ことが、豊かな地域づくりの根源です。

掲載企業を募集しています！
　「キラリしんみなと」で自社を紹介してみません
か？テーマは、スイーツ、新湊大橋、自慢の商品、
季節に関するものなど何でも構いません。お話だ
けでもお気軽にお聞かせください。なお、こちら
から取材のお願いをする場合もありますので、ご
協力のほどよろしくお願いいたします。
＜問合せ先＞ 
　射水商工会議所 　東海  　TEL 84−5110


