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先月の事業　Pick Up

　射水市内の創意工夫に果敢に取り組んでいる企業を顕
彰する第７回射水市きらりカンパニー顕彰事業の表彰
式（主催：射水市商工協議会）が２月６日（火）に第一イ
ン新湊で開催され、努力賞に「株式会社　笹川建築」

（大工工事業　笹川征一社長）、創業５年未満の企業が大
賞のルーキー賞に「株式会社　ミルコム北陸」（乳製品

配達業　石上史暁社長）が選出され、表彰されました。株式会社笹川建築は県産材にこだわった家作り、
小型の小屋のセルフビルトキットの開発、大工アカデミーの開催など、積極的な事業展開の姿勢と、地
域に根ざした経済活動が評価され、株式会社ミルコム北陸は創業以来の安定した経営状況、顧客満足度
を上昇させる社員教育が評価されました。
　また、表彰式に続いて行われた「射水産学官金交流会」基調講演では、「産学官金交流の現状と今後
の方向性」と題し、講師に独立行政法人 中小企業基盤整備機構　経営支援部地域活性化支援チーフア
ドバイザーの山本 聖 氏をお迎えし、産学官金の連携に必要な手法等をお話しいただきました。その後、
関係者約120名が参加し、交流会を開催し、参加者が懇親を深めました。

　２月19日（月）に中野英一郎氏（とやまキトキトマネジ
メントオフィス代表・中小企業診断士）を講師に、中小
企業庁より公募予定である「ものづくり等補助金」や
「小規模事業者持続化補助金」の概要・申請のポイント
についてのセミナーを実施しました。
　参加した会員は熱心に聞き入り、自社の課題や今後の
経営について見つめなおすきっかけが出来たと感想を貰
いました。

　本所としても、経営発達支援計画の下、販路開拓や生産性の向上、新技術の導入等の経営支援を積極
的に行っていく考えです。

　２月９日、射水市産業振興研究会第４回ワーキンググ
ループを開催しました。射水市産業振興研究会ワーキン
ググループは、産業界と射水市が連携し、射水市の産
業振興に向けた具体策を立案することを目的としてい
ます。今回のワーキンググループでは、これまで各グ
ループに分かれて協議した産業振興策を発表しました。
観光資源を活かすための施策や、地域内再投資を促す施
策など、様々な施策が提案されました。
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きらりカンパニー顕彰表彰式
産学官金交流会

各種補助金活用セミナーを
開催

射水市産業振興研究会
ワーキンググループ
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青年部だより

女性会だより

＜会議所＞主 な 今 後 の 動 き
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3/2 金 経営発達支援計画の実施に係る評価
委員会 3/13 火

会館検討委員会
本所女性会役員会

3/3 土 魅力発信プロジェクト　富山新港さんぽ 3/14 水 本所青年部理事会
3/6 火 総務委員会・懇親会 3/16 金 射水市雇用対策推進協議会　射水市合同企業説明会

3/8 ～
3/9

木～
金

射水市雇用対策推進協議会
いみず企業見学バスツアー 3/20 火

小規模事業者経営改善資金審査会
常議員会

3/12 月 正副会頭会議 通常議員総会

日商青年部　全国大会

女性会若手後継者育成事業 視察研修・新年会

16
2

　２月16日（金）17日（土）に日本商工会議所青年部第37回
全国大会岐阜かかみはら大会に宮前会長他4名で参加し
てきました。日本の中地にあることもあり昨年より約
1000名多い6,134の同志が集いました。日本商工会議所
青年部会長吉田大助氏の挨拶をはじめ日本YEG出向者
の話を聞き、参加したメンバーは青年経済人としての自
覚と刺激を受けてきました。また「岐阜メモリアルセン
ターで愛ドーム」にて大懇親会が行われ岐阜の特産品が
来場者に振舞われ懇親を深めました。30年度は宮崎県宮
崎市で行われます。

　２月27日（火）～28日（水）１泊２日にて、若手後継者等
育成事業【視察研修会・新年会】を参加者22名で実施し
ました。
　視察では、菓子製造老舗メーカー「江崎グリコ㈱：グ
リコピア神戸を訪問しました。江崎グリコの方針である
『お客様に最大の満足と安心を提供できるように、品質
のよいお菓子をムダなくタイムリーに作る。』企業理念
について学びました。また、規律が厳しい宝塚歌劇団に
おいて、培われた精神や人間力を学ぶための講演会を宝
塚ホテルにおいて開催しました。講師には、氷見市出身

の海乃美月氏（月組）をお迎えし、お話頂きました。参加した皆様は、貴重な体験であった。今回の視
察研修会、新年通し会員相互の交流が一段と強くなったとの声が多く寄せられました。

人事のお知らせ

総務課　主事　東　葉子退職 （平成 30 年２月 20 日付）
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本所では、平成29年度より、「日商ＰＣ検定試験」も受検できるようになりました。

SERIES

女性が頑張る板金屋『山崎製作所』
　静岡市清水区に株式会社山崎製作所という社
名の、ユニークなものづくりの中小企業がある。
創業は今から 50 年前の 1967 年、現社長の山
崎かおり氏の実父が個人でスタートしている。
主事業は各種の精密板金加工、従業員数は 15
人である。同社の経営が業界や地域から注目を
集めるようになったのは、今からおよそ 10 年
前、現社長が創業者から企業経営を譲り受けた
ころからである。
　山崎社長は、社長になるまでは同社の事務員
として実家の仕事を手伝う程度であった。後継
者になると思われていた兄弟が家を出てサラ
リーマンとなってしまったことや、創業者の高
齢化も相まって、社長になったのである。
　創業者は根っからの職人であったこともあ
り、下請け的経営に甘んじて業績もダッチロー
ル状態であった。このため山崎氏は社長になる
や、現場職人の支持を得るために昼間は現場に
入って機械操作をし、夜は商工会議所や中小企
業経営者の勉強会に参加して経営の勉強に必死
になって取り組んだのである。
　こうした中で気付いたのは、「自社には全社
員の共通のよりどころである経営理念が存在し
ない」「自社には値決め権がない」、そして「自
社には夢と希望がない」といったことであった。
そこで山崎社長がまず取り組んだのが、経営理

念の策定であった。その後、全社員が参加して
作り上げた経営理念が「山崎の品質」「山崎の
プライド」「山崎の絆」であった。この経営理
念の策定を機に、山崎製作所は自立経営に大き
くかじを切っていく。例えば、取引先で言えば、
当初、地域の数社であったものが、現在では
全国各地の 200 社以上に増加し、結果として
１社への依存度も 10％をはるかに切るように
なった。また生産品目もあれもこれもではなく、
小ロット品・特注品・短納期品に特化していった。
　そして次に手を打ったのが、積極的な “ 人
財 ” 確保、とりわけ女性 “ 人財 ” の確保であった。
努力の結果、現在では同社の経営理念に共感・
共鳴したからと、優秀な美容師やデザイナー経
験者が入社してくる企業に変化・変貌していっ
たのである。
　なんといっても同社が近年注目されているゆ
えんは、女性の板金チームが開発製造した小物
板金の自家商品だ。この中でとりわけ著名で、
国内外から注目を集めている商品が「ＫＡＮＺ
ＡＳＨＩ」である。１本約１万 3000 円という
価格の、板金職人が手づくりで製作したアルミ
やステンレス製の「ＫＡＮＺＡＳＨＩ」は本邦
初であると共に、そのデザインは切り絵のよう
で纏（まと）め髪に映えて美しい。

法政大学大学院政策創造研究科

教授　坂本　光司

　 級 回数 試験日 受付期間

簿記
1～3級

第149回  6 月10日（日）  4 月 2 日（月）～ 5 月11日（金）
第150回 11月18日（日）  9 月10日（月）～10月19日（金）

2,3級 第151回  2 月24日（日） 12月17日（月）～ 1 月25日（金）

珠算 1～3級
第213回  6 月24日（日）  4 月16日（月）～ 5 月24日（木）
第214回 10月28日（日）  8 月20日（月）～ 9 月27日（木）
第215回  2 月10日（日） 12月 3 日（月）～ 1 月10日（木）

　主としてビジネス文書の作成、取り扱いを問う「日商ＰＣ検定試験（文書作成）」と、主として業務データ
の活用、取り扱いを問う「日商ＰＣ検定試験（データ活用）」と、目的に応じた適切で分かりやすいプレゼン
資料を作成できるかを問う「日商ＰＣ検定試験（プレゼン資料作成）」の三分野で、それぞれ独立した試験です。
受験を希望される方は本所までお問い合わせください。

簿記・珠算　検定試験　平成30年度試験施行日
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SERIES

猫関連のペット市場に注目
　先日、日本ペットフード協会が発表した調
査で、飼い猫の頭数が 952 万 6000 頭となり、
飼い犬の頭数（892 万頭）に対して初めて上回っ
たという結果が出ていました（2017 年 12 月
22 日発表）。共に長期的には減少しているので
すが、この３年で飼い犬が約 80 万頭減少した
のに対して、飼い猫はほぼ横ばいながらこの２
年は増加傾向にあります。

　今は空前の猫ブームと言われていますが、こ
の数字でペット市場の規模を実感できます。全
国の世帯数 5522 万 6000 世帯に対して、犬を
飼っている世帯は 12.8%。猫は 9.7％と同調査
では推定しています。猫の方が頭数は多いのに、
飼っている世帯数が少ないのは、世帯当たりの
平均飼育頭数が１.75 頭と多いためです。人間
の世界では少子化が進み新生児の数は年々減少
し、2018 年はおよそ 90 万人程度になると予
想されています。ちなみに今年は戌（いぬ）年
ですが、日本全国の戌年の人は合計 976 万人
です。実は犬を飼っている人数は、昨年度は
892 万人でしたが、2014 年時点では約 971 万
頭と、偶然にも戌年生まれの総数とほぼ同じく
らいでした。

　同調査によれば、犬を飼っている人は平均で
毎月１万 818 円（対前年比 34％増）を犬関連
で出費しています（医療費など含む）。猫は手
がかからないのか 7475 円（同 38％増）でした。
共に 30％以上増えています。

　また、同調査の結果では、年代別の飼育状況
を 2013 年と比べたデータが出ています。犬は
どの世代でも減少しているのですが、猫は 40
代でむしろ増えている（0.4％増）という結果
でした。この先、犬や猫を飼ってみたいかどう
か、という飼育意向を世代別に見た調査では、

こちらも犬はどの世代でも減少傾向なのですが、
猫は 20 代、30 代、40 代と若い世代ほど飼い
たい人が増えているという傾向があります。

　猫は散歩に連れ出す必要がないから飼うのが
楽だといった理由が考えられますが、若い世代
ほど「猫を飼いたい」と考えていることに私は
興味を覚えます。車、お酒、ファッションなど、
現代は若い世代ほど消費に積極的ではなく、貯
蓄や節約傾向が強いことはさまざまな統計デー
タにも現れています。特に嗜好（しこう）品は
控え、より必需品の消費比率が高くなっている
のに、なぜ猫だけが特別なのでしょうか。

　「猫を飼いたい」と考える人が増えていると
いうことは、この先、経済的な余裕が出てくれ
ば実際に猫を飼う人はどんどん増えると考えら
れます。

　この傾向を地域発のヒット商品づくりという
視点で見ると、既にペット関連事業を手掛ける
事業者はあちこちで出てきています。例えば餌
関連では水産加工品やジビエ肉の加工品などで
す。また猫ハウスや猫タワーを繊維や木工でつ
くる事業者もいます。こうした分野はここしば
らく成長を続けると考えて注目しておいて間違
いないでしょう。

日経ＢＰ総研マーケティング戦略研究所

上席研究員　渡辺　和博
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公益社団法人　高岡法人会
申込・問合せ先  TEL.23-8855  FAX.26-1216

平成30年 4月18日（水）
　　　　　　　14：00～16：00

無料（事前に必ず電話にて申込みお願いします）

富山県高岡文化ホール
　　　　　　多目的小ホール

｢未定｣

みやもと社会保険労務士事務所
 宮本　敦子 氏
 独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構担当者

雇用管理研修会
日 時

入場料

場　所

演 題

講 師

資　　金　　名 利率（年）

日 本 政 策
金 融 公 庫

（国民生活事業）

マ ル 経 融 資 １.１１％

普 通 貸 付 １.８１～
２.４０％

富 山 県 小 口 事 業
資 金

１.８０％
以内

射 水 市 中 小 企 業
振 興 資 金

１.８０％
以内

主な公的融資制度の利率
（平成30年３月１日現在）

日本政策金融公庫定例相談会

◎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。

【相談会場】　射水商工会議所１階相談室
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

３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

３月 22 日（木）
13 : 00～15 : 00

インフォメーション

地元消費で、
街を元気にしよう！
地域の皆様に、地元新湊の商品・生産品が
愛用されて、育てていただくことが、豊かな
地域づくりの根源です。

楽しいお買い物は地元の商店で

金 融 関 係
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インフォメーション

＜1級・2級・単一等級＞
造園、鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、めっき、アルミニウム陽極
酸化処理、仕上げ、ダイカスト、電子機器組立、電気機器組立て、建設機械整備、婦人子供服製造、家具製作、
建具製作、印刷、プラスチック生成、石材施工、枠組壁建築、とび、左官、築炉、ブロック建築、タイル張り、
畳製作、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、化学分析、表装、塗装、路面標示施工、産業洗
浄、フラワー装飾。

＜3級＞
園芸装飾、造園、金属熱処理、機械加工、機械検査、電子機器組立て、建築大工、化学分析、フラワー装飾。

　起業、新分野進出、コミュニティビジネス事業者を目指す方を支援し、「夢」「情熱」「志」を持った創業者、
世界に羽ばたく人材を育成する「とやま起業未来塾」の第14期生を募集します。
　今回新たに、少人数指導の「未来ビジネス創造コース」を開設します。起業済であり、さらなるビジネスの拡
大をお考えの中小企業・小規模事業者の皆様方、新しく事業を始める予定の方におかれましては、是非とも入塾
をご検討ください。

コース名 概　要 対　象　者

新コース
未来ビジネス創造

コース
〔定員：６名程度〕

海外・全国展開、新事業分野、販路拡大等を目
指す企業人を育成

・さらなるビジネスの拡大を目指す方
・事業承継を行った（行う）後継者
・新たなビジネスに挑戦する方
・また、第４次産業革命（IoT、AI、ロボット、
　ドローン等）に対応する事業を行う方� など

ものづくり・商業・
サービス業コース

〔定員：７名程度〕

地域の資源の活用、独創的な商品・サービス等
の開発により、創業を目指す起業家を育成

・創業予定の方または創業後１年程度の方
コミュニティ

ビジネスコース
〔定員：７名程度〕

地域課題の解決を計る地域貢献型事業の創業を
目指す起業家を育成

○募集期間
平成30年３月24日（土）～４月16日（月）
※申込書による書面審査、面接を実施した上、受講
生を決定します。（面接：平成30年４月28日（土））
○受講料

未来ビジネス創造コース 40,000円　
ものづくり・商業・サービス業コース 30,000円　
コミュニティビジネスコース
○開講期間

平成30年５月19日（土）～11月17日（土）
※原則、土曜日午後開講

○応募方法
とやま起業未来塾ホームページ（URL：http://www.
toyama-mirai.com/）から申込書をダウンロードし、
電子メールでお申し込みください。
○問い合わせ・申し込み先

〒930−0866　富山市高田527番地
（公財）富山県新世紀産業機構
とやま起業未来塾事務局（企画管理課内）
TEL 076−444−5601 ／ FAX 076−444−5642
E-mail：mirai@tonio.or.jp
○その他

詳細はとやま起業未来塾ホームページをご覧くださ
い。（これまでの講義の様子や修了生の活躍もご覧
いただけます。）

平成30年度前期技能検定のお知らせ

平成30年度“とやま起業未来塾”塾生（第14期生）募集について

検定職種

受験申請書の受付

受験申請書の提出先

問い合わせ・予約

平成30年４月４日（水）～４月17日（火）まで

富山県安住町７−18　安住町第一生命ビル２階
富山県職業能力開発協会

富山県職業能力開発課　　ＴＥＬ：０７６−４４４−３２６０
富山県職業能力開発協会　ＴＥＬ：０７６−４３２−９８７７

検 索とやま　起業
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今月のイチオシ

突撃！インタビュー
　このコーナーは本所にお越しいただいた会員企業の皆様を、当広報誌を
通じて広く紹介することで、会員相互の交流や販路拡大に繋げ、併せて本
所業務を紹介することで、更なる利用促進を図ろうという企画です。

★来所の目的を教えてください
　確定申告の相談に来ました。

★申告等の書類作成について相談してどうでしたか
　年に３回ほど利用しています。
　確定申告のほかに、日々の記帳（仕訳など）や経費の見直し、年末
調整の相談もさせていただいています。経営指導員の方が親身になっ
て対応して頂けるので安心しています。
　自分で事業を始めた時から、毎年相談にきています。創業当時、経理は素人で分からないこと
ばかりで不安だったのが、会議所で相談できてとても助かりました。

確定申告の相談に
きました。

インタビューを終えて
　会議所では確定申告のご相談はもちろん、日々の記帳から決算等まで様々な疑問にお答えして
います。是非お気軽にお越し下さい。

　今回はエーブイシステム（舞台音響、照明、通信工事業）代表　森山　茂さん
にお話をお伺いしました。

エーブイシステム
射水市七美

☎８６－３７６６

「毎年届いていた確定申告書類が届かない」というお問合せが
本所に多く寄せられています。
確定申告が必要な方は、お早めに税務署または本所までご連絡下さい。申告書類は国税局ホームページから
もダウンロードできます。

青色申告制度とは・・

新湊青色申告会の活動

★新湊青色申告会年会費：3,000円
★青色申告会の会計：ソフトブルーリーターンA
所得税・消費税確定申告書対応、青色申告特別控除65万円摘用
導入時：価格27,000円（税別）
（一社）全国青色申告会総連合ホームページより体験版をダウンロードできます。
URL：https://www.bluereturna.jp/
問合せ：新湊青色申告会（射水商工会議所内）TEL：84－5110　担当：宮垣

一定の帳簿に日々の取引を記帳し、それに基づき所得金額や税額を計算し確定申告をおこない納税する制度
です。青色申告特別控除65万円・青色事業専従者給与・純損失の繰越還付等の特典が受けれます。全国で
600万人を超える方が青色申告制度を利用しています。

身近な福祉事業として「税を考える週間」に合わせ、毎年福祉施設へ慰問を行い、花鉢を贈呈しています。
また、全国青色申告会総連合より年１回、毎年の税改正を反映した「青色申告会員必携」を発刊し、適正な
申告を行えるように支援しています。

新湊青色申告会へ入会しませんか
～～　新湊青色申告会は　平成30年９月　創立50周年を迎えます　～～

確定申告はお済みですか？
確定申告　3月15日（木）まで
消費税の申告　4月2日（月）まで


