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経営計画作成個別相談会
新湊商店連合会監査会
経営計画作成個別相談会
正副会頭会議
部会長連絡会議
本所青年部理事会
小規模事業者経営改善資金審査会
富山空港を発展させる会通常総会

日本商工会議所「全国商工会
議所専務理事事務局長会議」

空き家・不動産相談会
東京新湊会総会・懇親会
新湊青色申告会通常総会
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議 員 異 動

株式会社富山銀行新湊支店
支店長

平成27年４月１日付

橋本　大次 氏

（前任） 鏡　　嘉之 氏

１号議員

＜会議所＞主な今後の動き

2 第692号 ● 平成27年5月10日

先月の事業 Pick Up

新入社員セミナー

ものづくり
総合見本市2015
仁川より来訪

3
4

　「県ものづくり総合見本市2015」が23日から25
日にかけてテクノホール（富山市）と市体育文化
センターにて開催されました。国内外から388社、
団体が参加し、繋がりを広げました。本所会員か
らも多数出店され、熱気にあふれていました。ま
た、本所と姉妹提携を結んでいる仁川商工会議所
会員からも出展が
あり、MS TECH
が参加しました。

　４月３日（金）に高
周波文化ホールにお
いて新入社員研修を
開催しました。講師
に㈱よしともコミュ
ニケーションズ 高
橋美保子氏を迎え、挨拶の仕方、コミュニケーショ
ンのとり方、電話応対等の社会人としての基本を
学びました。入社間もない参加者にとっては戸惑
いもあったようですが、研修を進めるにつれて緊
張もほぐれ講師の先生、他の参加者と楽しく研修
を受けていました。

23～25
4

自社の持続的な
発展のために経営計画の
作成方法を学ぶ

　4月21日、28日
と二日間にわた
り、本 所 に て、
経営計画作成支
援セミナーを開
催しました。
　一日目のセミ
ナーでは、経営計画作成の意義・必要性や、
SWOT分析を駆使した自社の分析方法などを学
び、二日目のセミナーでは、決算書を基にした自
社の経営解析や、売上計画の立て方などを学びま
した。

21・28
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　本所不動産賃貸部会主催の標記相談会（全三回）
が、本所一階相談室にて開催されました。当日は
飛び入りでのご相談がありました。
　当相談会は第二回が５月23日（土）、第三回は６
月23日（火）に開催し、時間は両日とも午前11時か
ら午後３時までです。事前予約は随時受付中です。
当日飛び入りでのご相談も可能ですので、是非ご
活用ください。

空き家・不動産無料相談会23
4
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平成27年度　青年部役員

平成27年5月10日 ● 第692号 3

TEL.84－5110

射水商工会議所青年部・女性会　新入会員募集

射水商工会議所青年部　第37回定時総会を開催 青年部だより

　4月19日（日）射水商工会議所会館において、射
水商工会議所青年部　第37回定時総会が開催さ
れ、平成26年度事業報告及び収支決算、平成27年
度役員（案）、事業計画（案）及び収支予算（案）
が承認されました。

　今年度のスローガンに「守・破・離～まずは『守』
基礎を忘れず～」を掲げ、総会では野上会長が「青
年部の存在意義を改めて問い直し、基礎を固めた
上で青年部らしさ溢れる事業を展開していきた
い」と抱負を述べました。

平成27年度通常総会を開催－木谷会長再任－ 女性会だより

　４月28日（火）
午後１時30分よ
り、射水商工会議
所において堀市
議会議長、牧田会
頭他ご来賓、会員
39名が出席し平
成27年度通常総会を開催しました。
　総会では木谷会長が、今年は射水市誕生10年の
節目、豊かな海づくり大会が天皇・皇后様をお迎
えし開催される。そして「人生の約束」の映画の
ロケが行われるなど　今とってもよい風が吹いて
いると実感している。女性会は微力ではあります
が、これらの機会に少しでも協力し地域の発展に
つながるように今年も邁進していきたいと挨拶。
その後、議案第１号：平成26年度事業報告及び収
支決算報告承認の件　議案第２号：役員改選承認
の件　議案第３号：平成27年度事業計画（案）及
び収支予算（案）承認の件についてそれぞれ審議
され、異議なく承認されました。なお、役員任期
は平成27年４月から平成29年３月。

　総会終了後、市政出前講座より射水市民病院リ
ハビリテーション科長　補佐　杉谷清美氏による
「運動で血管からアンチエイジング」題して記念
講演会を開催しました。

◆射水商工会議所青年部・女性会では新入会員を募集しています。
◆詳細につきましては射水商工会議所までお問い合わせください。

役　職 事　業　所　名氏　　名
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日本中が目標にする
高知県馬路村のヒットはなぜ生まれたか

　高知県馬路村。人口900人あまりのこの村が、
どうして日本の地域おこしの典型的な成功例とし
て語られるのか。有名な事例ですが、ヒット分析
の視点で再確認してみたいと思います。
　高知から徳島に向かう山越えの旧街道筋だった
馬路村は、昭和30年代までは林業が主産業でした。
しかし、林業は衰退し人口も減少。生き残るすべ
を探る中、地域の農作物だったユズに村の将来を
託すことになりました。馬路村農業協同組合が中
心になって、ユズを搾った果汁を使い加工食品を
開発。加工商品を中心としたのは、ユズの収穫期
は11月のほぼ１カ月間に限られるので年間を通し
て販売するためと、馬路村のユズは見栄えも悪く、
そのまま市場に出しても競争力に欠けていたとい
う事情もありました。
　昭和61年、ユズ果汁をアレンジした飲料「ごっ
くん馬路村」と「柚子ポン酢」、「みそ」の３アイ
テムを開発し、通販中心で事業をスタート。都市
部での物産展などを中心に、地道にファンづくり
に取り組みました。30年にわたる努力の結果、今
では通信販売を利用する顧客リストは20万人に達
し、定期的な利用客に送付する情報提供パンフ
レットも13万部に達しています。
　現在、商品アイテムは70種類。最初のヒット商
品となった「ごっくん馬路村」は年間600万本を
生産。馬路村農協全体の売上は30億円を超えるま
でになりました。ユズは、種や中の薄い皮まで利
用法を徹底的に研究。そこから、化粧品など次の
ヒット商品が生まれていきました。
　この事業から学ぶべき「ヒットの秘訣」はいく
つもあります。まず、世の中の健康志向にフィッ
トした商品の特徴が明確だったこと。ユズという
日本料理に欠かせない食材で、無農薬で有機栽培

という方針を固めて他のエリアと差を付け、その
上で「馬路村」全体をブランド名にしました。事
業の立ち上げに当たっては東谷望史さん（農協組
合長）というキーパーソンがいたことも、責任の
所在ややりたいことがブレずに周囲に浸透する要
因です。さらに、商品パッケージやパンフレット、
チラシ、ポスターに至るまでデザインを統一。こ
れは高知市のデザイナー田上泰昭さんが一貫して
担当しています。通販の売れ行きを左右するコー
ルセンターには地元の “おばちゃん” を起用し、
素朴で丁寧な対応がかえってお客の評判を呼びま
した。
　馬路村農協の職員は馬路村に住むことが条件
で、この事業は90人ほどの雇用を生み出していま
す。村のブランド名が高まるにつれて、観光客も
増え、湯治の保養所のようだった温泉宿は村営の
おしゃれで立派な宿泊施設に変わりました。限ら
れた事業者だけが潤う名産品づくりなどとの違い
も、馬路村ブランドがヒットした大きな要因だと
思います。今もユズを中心とした村おこし事業に
村民が一丸となって取り組んでいます。

日経ＢＰヒット総合研究所
　　上席研究員　渡辺　和博



SERIES
マイナンバー制度が始まる
－IT活用の遅れを取り戻すチャンス－

平成27年5月10日 ● 第692号 5

　ＩＴは日進月歩で、クラウドやビッグデータと
いった活字が新聞や雑誌などの媒体に載らない日
はない。同時に、日本では医療システム改革のた
めの医療データの活用や行財政の効率化ツールと
してのＩＴ活用の要請も強まっている。
　日本は、電気・電子産業が発達している。イン
ターネットのブロードバンド化も進み、その環境
は世界でも屈指といっても過言ではない。しかし、
せっかくハードの整備が進んでも、ＩＴの活用と
なると、遅々として進んでいないのが実情である。
　過疎化が進んでいるものの、全国でも屈指のブ
ロードバンド環境を整えた徳島県神山町がＩＴ関
連企業の呼び込みに成功し、話題になっている。
ただし、こうした例が話題になるくらい、成功事
例は少ない。
　企業もＩＴシステムの導入には熱心だ。社内の
情報化、業務の効率化には、確かに活用されてい
る。しかし、社外情報の共有、マーケティングや
商品企画となると、必ずしも活用は進んでいない。
そもそも、ＩＴ担当役員がいないか、いても十分
な権限と予算が与えられていないケースがほとん
どである。最高経営責任者（ＣＥＯ）と最高財務
担当（ＣＦＯ）はいるが、最高情報責任者（ＣＩＯ）
を置いている企業は少ない。
　では、政府の取り組みはどうか。政府内でも
2000年代初めにはブロードバンド・インフラの整
備は進んだ。しかし、その後10年にわたってＩＴ
の活用は足踏みしてきた。ここにきてようやく民
間から任用された政府ＣＩＯの下で改革が動き出
し、これから省庁間のシステムの標準化やルール

の共通化によるコスト削減効果などが現れてくる
とみられる。それでも、電子政府などの使い勝手
の悪さは相変わらずだ。ユーザー（国民）本位の
電子政府とはお世辞にも言えない。従って、ワン
ストップサービスやプッシュ型のサービス（住所
を届けさえすれば、政府の側から国民が利用でき
るさまざまな行政サービスを知らせてくれる機
能）の提供には程遠い状況である。地方自治体で
は、業務改革と行政関連情報の住民への開放の期
待を背負ったクラウドが導入されたが、活用して
いるのは、ごく一部の自治体にとどまっている。
　海外はどうであろうか。欧州では、すでにプッ
シュ型サービスを提供している国や、自分の年金
の受給権や将来の見通しなどをネットで提供して
いる国もある。また、企業の間ではビッグデータ
の蓄積が積極的に進められ、そのマーケティング
やサービス提供への活用が急速に広がりつつあ
る。
　日本はどうすれば遅れを取り戻すことができる
のか。来年１月からスタートするマイナンバー制
度はＩＴ活用を進める絶好のチャンスである。納
税、社会保障と銀行口座が一つの番号のもとで管
理できるようになれば、「失われた年金」などと
いうこともなくなる。行政サービスももっと受け
やすくなり、国民の利便性は格段に向上するはず
だ。匿名化された医療情報を分析すれば、効果的
な治療法や病院・医師の治療実績などの比較も容
易になる。
　民間企業もいま、ビッグデータの活用などＩＴ
の一層の活用を迫られている。欧米企業は日本の
経済・社会に眠るビッグデータを虎視眈々と狙っ
ているといわれる。経済規模の大きい先進国の
データを活用すれば、マーケティングや新市場の
開発に応用できるからである。日本企業は自国市
場のデータが外国企業に囲い込まれるのを傍観し
ているわけにはいかないであろう。そのためには
ユーザー企業自身がＩＴを真に理解する幹部や、
ＩＴを活用できる人材を育てる必要がある。官も
民もＩＴ活用の意義を改めて問い直すときだ。

（４月１日執筆）

日本総合研究所
　理事長　高橋　　進



SERIES インフォメーション

　労働保険の「平成26年度確定保険料及び平
成27年度概算保険料」について、申告納付の
手続きをお願いします。

◎更新期間

＊当会議所に労働保険事務委託されている事
業所様はお早目にお手続き下さい。

■お問合せ先
　射水商工会議所　担当：見﨑
　TEL 84－5110

　新年度に入り、平成27年度会費納入時期を
お知らせ致します。会費請求につきましては
先に郵便にて送付済みです。ご確認下さい。
本所一同、経費の削減に努めながら日々精進
して参りますので、なにとぞよろしくお願い
いたします。

　５月29日にご指定の口座より振替させてい
ただきます。

　５月29日までお振込み、又は窓口にてご納
入ください。
　振込みにつきましては本所所定の振込用紙
をご利用下さい。
※振込み手数料のかからない『口座振替』へ
のご変更をお勧めいたします。

■お問合せ先
　口振手続きなど詳細については、
　【TEL：84－5110　担当：向田】まで
　お問合せください。

◎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％

1.70％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

本所会費納入のお願い

日本政策金融公庫
定例相談会

金 融 関 係

総会記念講演会

労働保険年度更新の
お知らせ

（平成27年５月１日現在）

5月19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

振込み扱いの会員

口座振替扱いの会員

6 第692号 ● 平成27年5月10日

月
6/1

金
7/10



■申込み・問合せ
　射水商工会議所　担当：見﨑
　TEL 84－5110

5月23日（土）・6月23日（水）
※全日程　午前11時～午後3時（休憩なし）
地域の住民の方々

射水市合併10周年記念

射水商工会議所

　平成26年4月に、バスの購入資金融資制度
及び改造費補助制度が新設されましたが、平
成27年度より補助対象となる排出ガス低減装
置の範囲を拡大しました。
１．融資制度
（１）見直し項目
　ア　融資利率

年1.35％を年1.15％に引き下げ
　イ　融資限度額

１事業者当たり4,000万円以内を5,000万
円以内に引上げ

　ウ　融資条件
古いバスを廃車しない場合（売却、下
取り等）も融資対象に含める。

（２）適用時期
平成27年４月１日融資実行分から適用

（３）利用の申込
随時受付

２．補助制度
（１）見直し項目

補助対象となる排出ガス低減装置の範
囲の拡大

（２）利用の申込
平成27年４月１日から随時受付

■事務担当
　富山県自然環境係　　橋本・大窪
　ＴＥＬ：076－444－3396
　ＦＡＸ：076－444－4430
　E-mail：ayumi.okubo@pref.toyama.lg.jp

　不動産賃貸部会では、下記日程により空き
家・不動産に関する相談会を開催します。
　苦情、査定、相続、空き家、隣接トラブル
など様々なご相談に対して守秘義務にてアド
バイスさせていただきます。
　相談料は無料です。ぜひお気軽にこの機会
をご利用ください。

　独立行政法人優勝起業基盤整備機構は、小規模
企業振興基本法の制定を踏まえ、小規模事業者に
よる経営計画書の作成をサポートする為のアプリ
ケーション「経営計画つくるくん」を開発、リリー
スしました。また、同機構は、主に小規模事業者
やこれから起業される方を対象として、「いつでも、
気軽に、何度でも」学習していただくことを目的に、
１講座10分程度の講座「ちょこっとゼミナール」
をYou Tubeで公開しています。

立山の環境に配慮した
バスの購入資金融資制度及び
改造費補助制度の変更について

　地域の消費喚起や経済の活性化を図るとともに、多
子世帯の生活支援のため、「射水市合併10周年記念
プレミアム付き商品券」を発行します。
　実行委員会では、市内全域で取扱店を募集します。
●取扱店参加資格
　射水市内において小売業、飲食業、サービス業を
営む事業所（市内の店舗等に限る）。
●利用品目
　商品券が利用できるのは、取扱店が取り扱う商品
及びサービス等とします。ただし、公共料金、医療費、
金融商品及び図書券・印紙・ビール券・プリペイド
カード等の換金性の高いものには利用できません。
●申込方法
　５月25日（月）までに「取扱店登録申請書」を
本所へ郵送又は直接ご提出ください。
※「取扱店登録申請書」は市のホームページからダウ
ンロードできるほか、本所の窓口でも入手できます。

■問合せ先
　射水市プレミアム付き商品券事業実行委員会
　◆射水市商工企業立地課（新湊庁舎）
　　〒934－8555　射水市本町二丁目10－30
　　TEL 82－1955
　◆射水商工会議所
　　〒934－0011　射水市本町二丁目10－35
　　TEL 84－5110
　◆射水市商工会
　　〒939－0351　射水市戸破4229
　　TEL 55－0072

プレミアム付き商品券の
取扱店を募集します

経営計画作成アプリ「経営計画つくるくん」
カンタン学習「ちょこっとゼミナール」

の案内

インフォメーション

実施日時

対 象 者

相談会場

平成27年5月10日 ● 第692号 7

経営計画つくるくん

ちょこっとゼミナール

詳しくは

空き家・不動産
相談会のご案内



　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。

　今回は魚間菓子舗を取材しました。同店は明治終わりごろに創業し、今は三代目の魚順一さんが経営さ
れています。『おらんだ焼』一本、地元に愛され、創業以来100年以上続く、変わらない美味しさの秘密
に迫ります。

　手作りにこだわり、毎日160枚～200枚程度焼くという魚
さん。多く売れる時期はお盆や曳山祭り、年末年始の時期と、
ふるさとを強く意識する時期と重なります。またご法要にも
対応し、要望に応じて箱入れもされています。
　『おらんだ焼』は１枚210円、割れせんは４分の１カットが
７枚で370円とお手ごろ価格。お店の前を通ると甘い香りが
し、つられて買った思い出のある方も多いのではないでしょ
うか。懐かしい故郷を感じたい方、素朴な甘みに包まれたい方、
是非お店に立ち寄られてはいかがでしょうか。

魚間菓子舗
代　　表：魚　順一
創　　業：明治 43年４月
住　　所：射水市立町１－16
Ｔ Ｅ Ｌ：0766－82－2687
Ｆ Ａ Ｘ：0766－82－2687
営業時間：9：00～ 19：00
定 休 日：不定休

　創業以来、材料の分量はほとんど変わっていません。甘さ
に関しては少し控えめに、現代風にアレンジしています。シ
ンプルな材料で作っているのですが、一枚一枚丹精込めて作っ
ています。焼き方にはコツが要り、季節によっては勿論、日
によって乾燥時間や火加減も調節しています。金型は朝６時
半頃から火入れをし、温め始めます。その後、油を引いて試
し焼きを何度も行ってからなじませて、ようやく焼き始めま
す。焼型は、金型の元になる木型を初代から引き継いでおり、
焼型そのものは入れ替わっても『おらんだ焼』の形は創業以
来変わっていません。また、手作り感が良いという声を受け、
あえて機械化もしていません。「形」「味」「作り方」全てが変わっ
ていないのがウリです。

キラリしんみなと

8 第692号 ● 平成27年5月10日

No.37 ◆ 魚間菓子舗

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）

100年続く味を守る
変わらない美味しさの秘密は何ですか

　先代である父は、人が働いていれば自分も働く、という信
念を持った人でした。生涯現役を貫き、動ける間はずっと仕
事をし続けていました。自分も見習う部分が多々あると感じ
ています。親子並んでああでもない、こうでもないと話しな
がら焼いていたのはいい思い出です。三代継承している味を
可能な限り生涯現役で守り続けていきたいです。

先代から引き継いでいる思いなどをお聞かせ下さい

取材を終えて


