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平成27年度　事業計画

常議員会・通常議員総会開催
平成27年度事業計画・収支予算を決定

　３月25日（水）当所の常議員会・通常議員総会を開催し、平成27年度事業計画（案）並びに収支予算（案）、
定款一部改正（案）、各規約の改正他について審議を行い、原案とおり承認されました。主な内容は下記の
とおりです。
　なお、今年度より５事業会計、４積立金会計　計９会計とし会計の透明性を図りました。

追加された会計名
　・労働保険事務組合特別会計　　・特定退職金共済特別会計
　・財政調整積立金特別会計　　　・会館修理積立金特別会計　　・産業振興基金積立金特別会計

　諸証明の手数料の一覧については４ページをご覧ください。

■基本方針
　創造の時代を迎えている今、自らの手で地域経
済の活性化を成し遂げることが重要と考えており
ます。
　はじめに、地域経済の活性化を目的に策定した
「新湊近未来構想」については、昨年いくつかの
プロジェクトを具現化しましたが、新年度におい
ても「しんみなと歴史ヒストリア」、「庁舎跡地利
活用」及び「新湊お魚学校の設立」など、更なる
具体化に向けた取り組みを行います。
　また、部会活動については、昨年に引き続き、
多くの会員の皆様に商工会議所活動に参加してい
ただき、交流を通して業種ごとの課題や要望を取
りまとめ、提言・要望として発信するとともに、
部会活動の活性化と地域中小企業の代弁者として
の役割を積極的に果たしてまいります。
　次に、新たな取り組みとして、中小企業の経営
者やまちづくりに係わる方々を対象に、地域のた
めに適切な決断ができる人材の育成を支援する
「いみず塾」を開設いたします。商工会議所の父
と呼ばれた渋沢栄一翁の著書「論語と算盤」には、
混迷期に事業を発展させるには、商売（経済）人
自身の志が重要であり、その根本におのれ（自身）
を修める教えを説いている「論語」を据えるべき
とあります。自らの志を今一度問い直すためにも、
地域経済を担う私たちが真摯に「論語」を学べる
場を創設いたします。
　最後に、地域の中小・小規模企業の経営支援に
ついては、個々の事業所にしっかりと寄り添い、
きめ細やかな相談業務等により元気な地元企業を
増やし、地域全体を元気にすることが商工会議所
の重要な使命であり、会員や地域社会に信頼され
る地域の総合経済団体として、考え、行動する組
織として諸活動に邁進してまいります。

■施策項目・事業内容
Ⅰ 施策項目
⑴　中小・小規模企業の経営支援
⑵　地域活性化への取り組み強化
⑶　港湾機能の充実と利用促進に関する調
査・研究

⑷　交流観光の推進
⑸　提言・要望活動の推進
⑹　会員サービスの推進
⑺　運営基盤、事業活動の強化

Ⅱ 事業内容
　１　中小・小規模企業者への経営支援
⑴　経営改善普及事業の推進
⑵　経営力向上支援事業の推進
⑶　ネットワークを活かした連携事業の推進

　２　地域活性への取り組み強化
⑴　「新湊近未来構想」の実現化に向けた取
り組みの推進

⑵　食を核とした地域活性化支援事業の推進
⑶　地域消費喚起に向けた事業の推進・協力
【新】

⑷　商店街支援事業　　
⑸　北陸新幹線プロモーション事業（富山県
観光物産まつり）への参画

⑹　しんみなと産業観光バスツアーの実施
⑺　各種地域イベント等への協力・支援
⑻　地域力（地域資源）を活用した地域商業
の活性化策の調査・研究

３　港湾機能の充実と利用促進に関する調査・
研究
⑴　富山新港の港湾機能の充実と利用促進に
関する調査・研究

４　交流観光の推進
⑴　姉妹・友好商工会議所との交流並びに交

流観光の推進
５　提言・要望活動の推進
⑴　行政・各種関係機関等との連携強化と提
言・要望活動の推進

６　会員サービスの推進
７　運営基盤・事業活動の強化
⑴　会員増強運動の実施
⑵　部会活動の充実
⑶　委員会活動の推進
⑷　商工会議所青年部・女性会の育成と活動
支援

⑸　役員・議員の先進地視察研修会（フラン
ス：カンペール商工会議所）の実施

⑹　商工会議所検定試験（珠算・簿記）の実施
⑺　職員の資質・能力向上の推進
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平成27年度　事業計画

■基本方針
　創造の時代を迎えている今、自らの手で地域経
済の活性化を成し遂げることが重要と考えており
ます。
　はじめに、地域経済の活性化を目的に策定した
「新湊近未来構想」については、昨年いくつかの
プロジェクトを具現化しましたが、新年度におい
ても「しんみなと歴史ヒストリア」、「庁舎跡地利
活用」及び「新湊お魚学校の設立」など、更なる
具体化に向けた取り組みを行います。
　また、部会活動については、昨年に引き続き、
多くの会員の皆様に商工会議所活動に参加してい
ただき、交流を通して業種ごとの課題や要望を取
りまとめ、提言・要望として発信するとともに、
部会活動の活性化と地域中小企業の代弁者として
の役割を積極的に果たしてまいります。
　次に、新たな取り組みとして、中小企業の経営
者やまちづくりに係わる方々を対象に、地域のた
めに適切な決断ができる人材の育成を支援する
「いみず塾」を開設いたします。商工会議所の父
と呼ばれた渋沢栄一翁の著書「論語と算盤」には、
混迷期に事業を発展させるには、商売（経済）人
自身の志が重要であり、その根本におのれ（自身）
を修める教えを説いている「論語」を据えるべき
とあります。自らの志を今一度問い直すためにも、
地域経済を担う私たちが真摯に「論語」を学べる
場を創設いたします。
　最後に、地域の中小・小規模企業の経営支援に
ついては、個々の事業所にしっかりと寄り添い、
きめ細やかな相談業務等により元気な地元企業を
増やし、地域全体を元気にすることが商工会議所
の重要な使命であり、会員や地域社会に信頼され
る地域の総合経済団体として、考え、行動する組
織として諸活動に邁進してまいります。

■施策項目・事業内容
Ⅰ 施策項目
⑴　中小・小規模企業の経営支援
⑵　地域活性化への取り組み強化
⑶　港湾機能の充実と利用促進に関する調
査・研究

⑷　交流観光の推進
⑸　提言・要望活動の推進
⑹　会員サービスの推進
⑺　運営基盤、事業活動の強化

Ⅱ 事業内容
　１　中小・小規模企業者への経営支援
⑴　経営改善普及事業の推進
⑵　経営力向上支援事業の推進
⑶　ネットワークを活かした連携事業の推進

　２　地域活性への取り組み強化
⑴　「新湊近未来構想」の実現化に向けた取
り組みの推進

⑵　食を核とした地域活性化支援事業の推進
⑶　地域消費喚起に向けた事業の推進・協力
【新】

⑷　商店街支援事業　　
⑸　北陸新幹線プロモーション事業（富山県
観光物産まつり）への参画

⑹　しんみなと産業観光バスツアーの実施
⑺　各種地域イベント等への協力・支援
⑻　地域力（地域資源）を活用した地域商業
の活性化策の調査・研究

３　港湾機能の充実と利用促進に関する調査・
研究
⑴　富山新港の港湾機能の充実と利用促進に
関する調査・研究

４　交流観光の推進
⑴　姉妹・友好商工会議所との交流並びに交

流観光の推進
５　提言・要望活動の推進
⑴　行政・各種関係機関等との連携強化と提
言・要望活動の推進

６　会員サービスの推進
７　運営基盤・事業活動の強化
⑴　会員増強運動の実施
⑵　部会活動の充実
⑶　委員会活動の推進
⑷　商工会議所青年部・女性会の育成と活動
支援

⑸　役員・議員の先進地視察研修会（フラン
ス：カンペール商工会議所）の実施

⑹　商工会議所検定試験（珠算・簿記）の実施
⑺　職員の資質・能力向上の推進

■平成27年度収支予算の概要（収支予算総額：２億3,976万円【事業会計のみ】）

■新規加入会員のご案内

収入の部 支出の部
科　　目

会費収入

事業収入

掛金収入

交 付 金

雑 収 入

取 崩 金

繰 入 金

繰 越 金

合　　計

一般会計

22,453

5,900

　

8,169

700

2

1,300

6,000

44,524

相 談 所

　

1,302

　

35,505

1

　

1,900

　

38,708

共済会計

　

14,081

　

　

200

　

　

100

14,381

労働保険

　

3,437

34,022

2,247

　

　

　

　

39,706

特 退 金

　

1,300

101,150

　

　

　

　

　

102,450

合　　計

22,453

26,020

135,172

45,921

901

2

3,200

6,100

239,769

単位：千円単位：千円

科　　目

事 業 費

人 件 費

管 理 費

そ の 他

繰 出 金

退職給与金

合　　計

一般会計

24,800

6,854

6,151

4,719

1,500

500

44,524

相 談 所

2,800

32,401

1,351

156

　

2,000

38,708

共済会計

1,900

4,564

7,250

167

　

500

14,381

労働保険

34,022

2,856

348

233

2,247

　

39,706

特 退 金

101,150

　

　

　

1,300

　

102,450

合　　計

164,672

46,675

15,100

5,275

5,047

3,000

239,769

新加入会員
№
1
2
3
4
5
6

羽岡内科医院
大進
㈱宮部陸送
カフェ旬
岩井板金工業
㈱グリーンエネルギー北陸

射・本町2－5－20
射・西新湊19－17
射・片口385－1
射・本町2－9－15
射・東明中町4－1
射・片口久々江674

一般診療所
飲食店
運送業
飲食店
建築板金業
電力供給業

羽　岡　久　治
米　田　直　芳
宮　部　彰　久
津　田　信　人
岩　井　克　之
田　邊　嶽　之

㈱ワールドリー・デザイン
㈱柴田漆器店
フィッシング新田
和田貿易運送㈱

富・豊川町5－10
高・明野町3－10
高・吉久3－7－80
射・小杉白石953－1

まちづくりコンサルタント
漆器製造業
釣具販売店
運送業

明　石　あおい
柴　田　治　之
新　田　政　信
和　田　美　樹

事　業　所　名 所　在　地代 表 者 名 業　　　種

特 別 会 員
№
1
2
3
4

事　業　所　名 所　在　地代 表 者 名 業　　　種
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詳しくは、改めて会報等にてご案内します。

いみず塾開催
【第１回：８月２日日】



諸証明等手数料を改正

人 事 異 動

先月の事業 Pick Up

　本所が発行している各種証明の手数料金額を平
成27年４月１日より改定しました。

　射水商工会議所の職員と
して働けることを大変うれ
しく思っております。地域
の発展のために一生懸命働
きます。社会人１年目です。
日々多くのことを吸収して
成長していきたいです。よ
ろしくお願いします。

射水市合同企業説明会

総務課　主事

平成27年４月１日付

杉谷　尚人

本所辞令交付式

新入社員セミナー
魅力的キャリアへの第一歩

正副会頭会議

電話応対＆
　ビジネスマナーセミナー

本所青年部定時総会

小規模事業者経営改善資金審査会

能越商工観光懇談会幹事会

富山県ものづくり総合見本市2015

新湊鉄工業組合役員会

本所女性会通常総会

4/1

4/3

4/9

4/15

4/19

4/21

4/22

4/23～25

4/24

4/28

水

金

木

木

日

火

水

木～土

金

火

⑴原産地証明
⑵原産地証明（写）
⑶その他貿易関係証明
⑷営業証明
⑸会員証明

2,160円
1,080円
2,160円
2,160円
―　

１件
１件
１件
１件
１件

単位 金　額
会　員 非会員種　　類

1,080円
640円
1,080円
1,080円
無料　

平成27年３月31日付

新規採用

伊東　康行・中野　政治
退　職

＜会議所＞主な今後の動き

コストコ県内企業向け説明会
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　「コストコホールセール射水倉庫店」（仮称）を
出店するコストコホールセールジャパンは３月13
日、射水市アイザック小杉文化ホールで取引業者
向け説明会と商談会を開催しました。説明会には、
飲食や水産加工関係など約120名が参加し、コス
トコの概要や納入等の詳細について説明を受けま
した。コストコは米国発祥の会員制倉庫型量販店
で、射水倉庫店は4,000坪の売場面積で3,500～
3,800種類の商品を販売。商品の仕入は監査を行
い合格した商品のみ仕入れるとのことで、納入業

者を大切にすることを基本姿勢に、安売店ではな
くベストバリュー（適正な価値）での商品提供。
店内にはフードコート、メガネ店、調剤薬局、タ
イヤセンター、フォトサービスのほか、射水倉庫
店には国内で２番目となるガソリンスタンドも設
置される見込み。オープンは８月20日頃の予定で
す。
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　この説明会は平成28年３月卒業予定の学生を対
象に射水市雇用対策推進協議会が主催となり行う
ものです。今回は25社の事業所、66名の学生に参

加をしていただきました。学生はそれぞれ興味の
あるブースへ足を運び担当者の説明を熱心に聞い
ていました。
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　新湊曳山を題材に映画の撮影が始まり、内川を
中心にしたロケが行われました。
　脚本はオリジナルで、テレビドラマ界の巨匠と
呼ばれる石橋冠氏の映画初監督となる作品だけ
に、大きな注目を集めています。北陸新幹線開通
もあいまって、新湊の内川周辺が盛り上がること
が期待されます。出演する俳優は主演の竹之内豊
さんや江口洋介さんをはじめ、富山県にゆかりの
ある立川志の輔さん（新湊出身）、室井滋さんの
ほか、西田敏行さん、ビートたけしさん、松坂桃

李さん、優香さん、小池栄子さんなど。
　映画撮影に併せて３月18日に「映画『人生の約
束』を応援する会」が発足し、会長には本所会頭
の牧田和樹氏を選任。地域一丸となって協力する
ことが誓われました。19日には放生津八幡宮にて
成功祈願が行われ、20日より30日まで主要キャス
トが新湊を訪れ、地元エキストラやボランティア
スタッフも協力し収録されました。今後、ロケは
４月末からゴールデンウィークにかけて実施され
ます。

　３月18日、
参加者15名
で視察研修
会を行いま
した。県民
が待ち望ん
だ北陸新幹
線開業直後

に新高岡駅の構内を見学。高岡市都市整備部駅周
辺・新幹線対策課の方より駅内外の説明を受け、
ホームにてかがやき・はくたかを見送りました。
かがやきがホームに入ってくる迫力・風圧に圧倒
され歓声があがりました。

　その後、金屋町へ移動し、大寺幸八郎商店にて
錫のアクセサリー製作体験をし、思い思いのネッ
クレスを仕上げました。歴史あるお庭を鑑賞しお
抹茶をいただきました。短い時間でしたが、とて
も充実した時間で有意義だったと好評な視察にな
りました。

　「射水市観光立国宣言～射水市の観光の未来像を考える～」（講
演会）を開催しました。
　第一部では、㈱新湊かまぼこの中曽社長と担当者の方から、新
湊かまぼこの産業観光への取り組みをお話いただき、第二部では、
きっときと市場支配人、昼セリ案内人の瀬戸氏から、射水市の観
光振興に必要な人材、地域像について、講演していただきました。

歴史都市高岡にて北陸新幹線・金屋町を視察

　射水市の産業・文化に触れてもらうことを目的に、射水市もの
づくり産業観光ツアーを実施しました。
　射水市内外から30名が参加し、三協立山アルミ㈱射水工場、夢
テラス海王（新湊かまぼこ）などを見学してもらい、射水市の魅
力を堪能してもらいました。

先月の事業 Pick Up

女性会だより

新湊曳山を題材に映画
「人生の約束」撮影スタート!!
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インフォメーション

　平成27年４月分（５月納付分）から、健康
保険料率及び介護保険料率が改定されます。
　【健康保険料率】９.９１％
　【介護保険料率】１.５８％

⇒平成27年度の協会けんぽ富山支部の健康保
険料率及び介護保険料率は、例年より１か
月遅れての、本年４月分（５月納付分）か
らの適用となります。

⇒加入者の皆さまの医療と健康を支えるた
め、このようなご負担につきまして、何と
ぞご理解をいただきますようお願い申し上
げます。

（注１）健康保険料と介護保険料は、労使折
半となります。

（注２）40歳から64歳までの方（介護保険第
２号被保険者）には、健康保険料率
に介護保険料率が加わります。

■お問合せ先
　協会けんぽ富山支部
　TEL 076－431－6156

◎ご利用の方は、事前に本所（TEL.84－5110）
　までご予約をお願いします。

マル経融資

普通貸付

小口事業資金

中小企業振興資金

1.25％

1.30 ～ 2.90％

1.80％以内

1.80％以内

日本政策金融公庫

（国民生活事業）

富　山　県

射　水　市

利率（年）資 　 金 　 名

【相談会場】　射水商工会議所１階相談室

主な公的融資制度の利率

第140回　簿記検定試験

日本政策金融公庫
定例相談会

金 融 関 係

総会記念講演会

協会けんぽ富山支部の
保険料率について

（平成27年4月1日現在）

4月21日(火)
13:00 ～ 15:00

5月28日(木)
13:00 ～ 15:00

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

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

開 催 日 時アドバイザー等

公益社団法人　高岡法人会

□日　時　平成27年５月19日（火）
　　　　　15：30～ 17：00

□場　所　高岡商工ビル　２Ｆ大ホール

□講　師　㈱エムエス研修企画　取締役
　　　　　　歴史経済作家　渋井　真帆氏
□演　題　｢戦国武将､それぞれの旗印｣
　　　　　～孫子の兵法から見る組織運営～　

■入場無料
　　（事前に電話にて申込みお願いします）

■申込･お問い合わせ先
　公益社団法人高岡法人会
　TEL 23－8855  FAX 26－1216

平成27年6月14日（日）

・射水商工会議所
・富山情報ビジネス専門学校
※どちらかお選びいただけます。

平成27年4月20日（月）～
　　平成27年5月15日（金）

1～ 4級

1級：7,710円　2級：4,630円
3級：2,570円　4級：1,640円

射水商工会議所
TEL：0766－84－5110
担当：見﨑

試　験　日

受 験 会 場

申込受付期間

実　施　級

受　験　料

申込・問合せ先
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販路開拓をお考えの小規模事業者の皆様へ！
小規模事業者持続化補助金

★今なら第二次申請の締切に間に合います！★

労働条件相談ほっとライン
夜間・土日に無料でご相談をお受けしています

●経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し50万円を上限に補助金（補助率：２／３）が
出ます
●計画の作成や販路拡大の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます

　対象となる取り組みの例
　①広告宣伝
　　　………新たな顧客層の取り組みを狙い、チラシを作成・配布
　②集客力を高めるための店舗改装
　　　………幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化
　③商談会・展示会への出展
　　　………新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展
　④商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更
　　………新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新

　手続きの期限等
　日本商工会議所（補助金事務局）への申請書類一式の送付締切　…　平成27年5月27日（水）
　※最寄りの商工会議所に対する支援計画書の発行をご依頼ください。早目のお申込をお願い致します。
　採択結果公表　……………………………………………………………　平成27年6月30日（火）予定
　実施期限　………………………………　交付決定通知書受領後から　平成27年11月30日（月）まで

インフォメーション

射水商工会議所　経営支援課
　TEL：（0766）84－5110
日本商工会議所　小規模事業者持続化補助金事務局（申請書類の提出先）
　〒151－0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷3－11－8
　TEL：（03）6434－7421［9：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：30（土日祝日、年末年始除く）］

お問合せ先

相 談 時 間

労働者の方

持続化補助金より詳しい内容は

労働条件のこと
労働者の方も企業経営者の方もお電話でご相談ください。

このようなお悩みはありませんか？

●募集内容と実際の勤務内容が違っている？
●有給休暇は、取れないの？
●残業が多くて、どうにかならないのかな？

企業経営者の方
●雇入通知書には、何を書けばいいの？
●アルバイトの有給休暇は、正社員と同じなの？
●残業時間を減らすには、どうすればいいの？

労働条件相談ほっとライン（厚生労働省委託事業）　TEL：0120－811－610

日中お忙しい方も、夜間・土日に無料でご相談をお受けしています。

月・火・木・金：午後５時～午後10時
土　　・　　日：午前10時～午後５時

〔12月29日～１月３日は除く〕

※法令設備点検の実施等により相談受付を一時停止することがあります。
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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。

　今回は dining restaurant ICHI+ を取材しました。桜町に house bar ICHI を営業しており、今回新た
にコンセプトの異なる新店舗として、高周波文化ホールに dining restaurant ICHI+ をオープンしました。
　かつては、１階に喫茶店があり、ホールを利用する市民の空き時間を楽しむ場となっていましたが、こ
こ数年空き店舗となっており、市民の集う場所として地域を盛り上げるため新店舗をオープンされた思い
を取材しました。

　良いと思ったアイデアはすぐに取り入れ、オープンな店内
でも仕切りを多めにしてあったり、ステージの床板を空洞に
してステージらしい足音が鳴るようにしたり、随所に工夫が
なされています。また、店内は Wi-Fi（ワイファイ）を完備。
明るく日の差し込む店内でコーヒーを片手にゆったり過ごす
ひと時はいかがでしょうか。

dining restaurant ICHI+
料 理 長：星野　利隆
設　　立：平成 27年２月
住　　所：高周波文化ホール内
Ｔ Ｅ Ｌ：0766－50－9295
営業時間：11：00～ 22：00
ラストオーダー：21：00
定 休 日：月曜日／祝日の際は翌日

house bar ICHI
代　　表：加治　宏規
設　　立：平成 26年 2月
住　　所：射水市桜町 2－18
Ｔ Ｅ Ｌ：0766－50－9141
営業時間：20：00～24：00
定 休 日：日、月、火曜日

　桜町の house bar ICHI のお客様から、文化ホールで待つ場
所がない、コンサートが終わって余韻に浸ることもできない
という声を聞いたのがそもそものきっかけです。文化ホール
は名だたる著名人が各種ステージやコンサートを行ったり、
図書館や研修室、お茶室といった設備も充実しており、中央
公民館としての機能も備えている、人が多く集まる場所です。
それなのに休む場所がない。憩いの場である会館や親子連れ
も集まる三日曽根公園のロケーションを考えても、会館内に
気軽に食事や喫茶を楽しめる場所があった方が、より地域の
皆さんのためになると思い、開店を決意しました。どなたが
いらしても楽しめるよう、メニューは洋食を中心に提供して
おり、ご予約いただければ団体様の貸切やオードブルもお作
り致します。

キラリしんみなと
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No.36 ◆ dining restaurant ICHI+

掲載企業募集しています　射水商工会議所　TEL.84－5110（見﨑まで）

全力で地元を盛り上げたい
開店のきっかけを教えてください

　とにかく地元に貢献したい、盛り上げたいという気持ちか
らお店をオープンさせました。そこで、より地域の方たちが
楽しめる場にするには、プレゼンやミニコンサートなどの催
し物を、食事をしながら気軽にできる場があればと、店内に
ステージを設けました。マイク等の音響も整備してあります。
　小さいお子さん連れのお客様にも、気軽にご利用頂こうと
キッズコーナーを設けました。親御様同士が安心して歓談で
きるよう、安全に遊べる作りとなっています。

お店のウリを教えてください

取材を終えて


