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8/31 臨時議員総会

先月の事業Pick Up

第一イン新湊において臨時議員総会を開催しまし
た。第25期の3号議員の選任、1号議員選挙の施行につ
いて審議され、いずれも承認されました。選任された3
号議員企業は下記の通りです。

本所議員の任期満了に伴う議員選任については、「定
款」並びに「議員の選挙及び選任に関する規約」に基づ
き改選を実施しております。

9月2日（月）建設部会を皮切りに各部会総会が開催
し、2号議員の選出が行われました。選任された2号議員
は来月号でご案内します。

1号議員の選挙立候補の受付は、下記受付期間（土日
を除く）の午前9時から午後5時までです。「選挙立候補
届出書」、選挙費用並びに議員会費を同時に納入してい
ただきます。

1号議員選挙立候補届 受付期間

定数を超えた場合…投票日10/9（水）

◇新加入会員

◇特別会員

● 新規加入会員のご紹介

No 事業所名 代表者名 所在地 業種

1 RTA指定スクール はみんぐばーど 水原 春美 射・七美791 ベビー教室

2 樹林㈱ 能登 浩光 射・善光寺14-20 土木工事業

3 山本企画㈱ 山本 孝之 射・作道675-3 建築リフォーム

4 （一社）シビックプライド 魚津 克美 射・三日曽根9-18 障害福祉事業

5 ㈱ジェック経営コンサルタント 山瀬　 孝 射・海王町8 経営コンサルタント

No 事業所名 代表者名 所在地 業種

1 横田電工 横田 豊巳 高・下牧野148-9 電気工事業

3号議員事業所名

JFEマテリアル株式会社

日本高周波鋼業株式会社 富山製造所

伏木海陸運送株式会社 富山新港支店

株式会社北陸銀行 新湊支店

アイシン軽金属株式会社

三協立山株式会社 三協アルミ社 新湊工場

黒谷株式会社

大谷製鉄株式会社

射水ケーブルネットワーク株式会社

北陸電力株式会社 富山新湊火力発電所

9/24 10/2（火） （水）
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8/31 2019 会員大会

先月の事業Pick Up

第一イン新湊において、夏野射水市長、吉野市議会長他、多数
のご来賓をお迎えし、2019会員大会を盛大に開催しました。牧田会
頭の挨拶の後、各表彰を行い、来賓各位より祝辞をいただきまし
た。今回は永年会員表彰として6事業所を表彰。また、共済制度へ
の積極的な普及推進に貢献された会員事業所3事業所へ感謝状を授
与しました。さらに、本所会員事業所よりご推薦いただいた優良従
業員表彰として、勤続30年表彰、20年表彰、10年表彰も行い、合計34名の方が表彰されました。被表彰者
の皆様は以下のとおりです。受賞者を代表して、（株）TEN-EI-SYAの福田様が謝辞を述べられました。

2019会員大会 被表彰者
●永年会員表彰

●優良従業員表彰被表彰者勤続30年

●優良従業員表彰被表彰者勤続20年

●優良従業員表彰被表彰者勤続10年

●共済制度普及優良事業所表彰
事業所名 代表者名
看板・広告　フジオ 釣　富士生
㈱ケイベック 甲谷　宏昭
㈲温井管工業 温井　善正
㈱二口金物 二口栄一郎
ボディ―ショップ　ミョウジン 明神　一博
湊屋 湊　　新一

事業所名 代表者名
学校法人 浦山学園 高田　三弘
㈲木谷綜合学園 浅野美恵子
㈲木谷綜合学園 多田真智子
㈱倉谷アルミ工作所 柳瀬　勝巳
㈱シンワ機工 吉倉　　功

事業所名 代表者名
㈱アースクリーン21 松村　　晋
㈱アースクリーン21 小林　幸男
学校法人 浦山学園 喜多　憲治
㈱倉谷アルミ工作所 嶋　　裕治

事業所名 代表者名
㈱アイ・テック北陸支店 小島　　純
石王丸電設 森下　智康
イトウ重機工業㈱ 細川　彰一
イトウ重機工業㈱ 土井　康洋
イトウ重機工業㈱ 関　　親敬
イトウ重機工業㈱ 篠崎　正和
イトウ重機工業㈱ 津沢　幹夫
射水ケーブルネットワーク㈱ 冨田　匡輔

事業所名 代表者名
射水ケーブルネットワーク㈱ 松木かおり
射水ケーブルネットワーク㈱ 柴田　洋子
㈱カツヤマ 松波　悦子
㈱カツヤマ 大居　幸恵
㈱カツヤマ 林　　信子
㈱倉谷アルミ工作所 中原　秀夫
ラック㈱ 嶋廣　　拓
ラック㈱ 大嵜　朋哉

事業所名 代表者名
㈱タカギセイコー 新湊工場 笠井　伸郎
㈱タカギセイコー 新湊工場 篠田小百合
㈱TAN-EI-SYA 福田　春雄
㈱TAN-EI-SYA 経塚美智代
㈱牧田組 小川喜洋徳

事業所名 代表者名
サンエツ運輸㈱　新湊営業所 坂木　純子
東洋ガスメーター㈱ 広瀬ひとみ
東洋ガスメーター㈱ 定塚　明美
㈱山本建成工業 今村　　晃

事業所名 代表者名
㈲イトオカ電装 糸岡　孝章
塩谷土地家屋調査士事務所 塩谷　信泰
㈱米田 米田　文代
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中太閤山小学校にて、会員家族親睦例会－絆をつくろう！未
そ ら

来
へ飛ばそう！！－を開催しました。今回の親睦例会は大門凧の会の
方々の協力のもと会員家族と一緒に凧を作成し、各々の思いを描
いた凧を空に飛ばして楽しみました。終了後には太閤山ランドに
て日ごろお世話になっている家族とともにバーベキューを楽しみ
家族の皆様の労をねぎらいました。青年部としては4年ぶりに夏
の家族親睦例会の開催となりましたが、子供たちにも楽しんでもらうことができ会員家族ともに有意義
な時間を過ごすことができました。ご参加いただいた会員家族の皆様、ありがとうございました。

先月の事業Pick Up

8/25

〈青年部だより〉

会員家族親睦例会 絆をつくろう！未
そ ら

来へ飛ばそう！！

8/9 部会長連絡会議
本所2階会議室にて、部会長連絡会議を開催しました。会議で

は、部会事業の報告と、令和2年度射水市に対する提言要望につ
いて協議が行われました。提言要望では、新湊庁舎跡地の積極的
な活用に関することや、在留在日外国人のための医療通訳士の設
置など、新たに5つの項目を加えた38項目が提案されました。

10月1日からの消費税率の
変更に伴い、

本所各種証明手数料を

改定します

種　類 単　位
金　額（税込）

会　員 非会員

原産地証明 1件 1,100円 2,200円

原産地証明（写） 1件 660円 1,100円

その他貿易関係証明 1件 1,100円 2,200円

営業証明 1件 1,100円 2,200円

会員証明 1件 無料 −CHEC
K!

会議所

9/17-18

9/24

9/25 10/9

10/3

10/2

9/12

9/12

9/11

主な今後の動き

生活習慣予防検診

市との懇談会

正副会頭会議

本所青年部理事会

小規模事業者経営改善
資金審査会

第1回創業塾 本所青年部理事会

いみず塾
「大人のための論語」

第2回創業塾（火-水）

（火）

（水） （水）

（木）

（水）

（木）

（木）

（水）
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■　主な公的融資制度の利率
ノーマイカー運動
令和元年度  県・市町村統一

を実施
します

マイカーに依存した生活を見直し、エコや健康づくりに
もつながる公共交通の利用を一層促進するため、「県・
市町村統一ノーマイカー運動」を実施します。日頃マイ
カー通勤の方は、1回100円で公共交通機関を利用でき
ます。皆さんも身近な公共交通で通勤しませんか！

第153回簿記検定の受付を開始いたします。
■実施日／2019年11月17日（日）
■受験会場／射水商工会議所
■申込受付期間／2019年10月1日（火）～10月25日（金）
■実施級、受検料／
　1級 7,850円、2級 4,720円、3級 2,850円
　※10月より受験料が変更となります！
■申込方法／
　本所窓口にて申込用紙にご記入の上、お申込ください。
　または本所ホームページから
　http://imizucci.jp/blog/archives/news/

金 融 関 係

■　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。

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 1.21%

普通貸付 1.16～2.58%

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

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

随時受付中
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

（令和元年9月1日現在）

【相談会場】射水商工会議所1階相談室

公益社団法人 高岡法人会
公益社団法人 高岡法人会

税経セミナー
■日　時／

■場　所／
■演　題／

■講　師／

令和元年9月19日（木）
14：00～15：30
高岡商工ビル 8階
「読み手の心に響く
　文章力講座」
㈱天職プロデュース 取締役
松田 隆太 氏

事前に必ず電話にて
　　申し込みお願いします

〈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

9月20日（金）（バスの日）～10月14日（月・祝）（鉄道の日）

あいの風とやま鉄道、富山地鉄（電車・バス）、富山地鉄
北斗バス、加越能バス、万葉線、富山ライトレール、
コミュニティバス（一部）

日頃、公共交通機関以外の方法（マイカー、バイク、自
転車など）で通勤している方

事業所ごとに参加者をとりまとめて申込み。
（申込書はHPまたは最寄りの商工会議所で入手可能）

当運動参加者は、駅周辺の協賛店舗で特典が受けられる
ほか、アンケートへの回答や県公式アプリ「元気とやま
かがやきウォーク」への参加により、抽選で景品をプレ
ゼント！

当運動への参加や日頃から公共交通の利用促進に積極
的に取り組む事業所を表彰します！

〈申込･お問い合わせ先〉
富山県公共交通利用促進協議会
TEL.076−444−3123
FAX.076−444−9656（富山県総合交通政策室内）

第153回

日商簿記検定 受験者募集！

〈お問い合わせ先〉射水商工会議所 TEL.84−5110　担当：宮垣

入場
無料

インフォメーション

期　間

利用可能路線

参加できる方

参加方法

特　典

表　彰

HP「ノーマイカー

県民運動」で検索！
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障害者雇用納付金に基づく
障害者雇用助成金をご存知ですか？

¥
1.

2. 3.

秋のWBCキャンペーンが始まります！

Information

　ベストウイズクラブでは、｢福祉制度キャンペーン」を９月17日(火)～11月30日(土)に実施いたします。
本キャンペーンは『商工会議所福祉制度』を会員の皆様にご理解いただき、会員事業所の福祉向上にお役立
ていただくことを主な目的としています。
　『商工会議所福祉制度』は、経営者・役員の皆様の保障や退職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々
な保障ニーズにお応えするものです。
　商工会議所職員とアクサ生命保険株式会社の担当社員がお伺いした際には、是非ご協力いただきますよう
お願い申し上げます。
※「ベストウイズクラブ」は、商工会議所共済制度・福祉制度の普及・推進を目的とし全国各地の商工会議
所およびアクサ生命保険株式会社により運営されている組織です。

8月26日、新湊信用金庫と住宅メーカー「プロデュース」
が起業希望者に安価でオフィスを貸し出す創業支援施設「ミ
ライズIMIZU」を開設しました。

この施設では、地域における経済活性化に向けた創業者の
創出・育成、新ビジネスの開発、空き店舗対策等を促進でき
る環境を提供いたします。

本所も支援機関として他の関係機関と連携しともに協力し
てまいります。

事業主の経済的負担を軽減するために

障害者を雇用したことがない事業主、
精神障害者を雇用したことがない事業主の皆様へ

独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構

富山支部　高齢・障害者業務課
〒933−0982 高岡市八ケ55（ポリテクセンター富山）
TEL.0766−26−1881

平成28年より障害者相談窓口設置が
義務づけられました

◆障害者作業施設設置等助成金
◆障害者福祉施設設置等助成金
◆障害者介助等助成金
◆重度障害者等通勤対策助成金
◆重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

障害者を継続雇用するための
助成金があります

障害者職場実習
支援事業のお知らせ

相談窓口担当者の
増配置などに対して
助成金を支給します職場実習受入謝金

実習対象者1名につき日額5,000円 研修受講への助成もあります

ミライズIMIZUが開設！
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お店の名前の『スイッチ』には、オンにしてバッ
チリおしゃれしたいときも、オフにしてほっと一息
くつろぎたいときも、お客様の求めるスタイルを提
供したいという想いがこもっています。

ヒヤリングからスタイリングまで1対1で全て行う
ことで、お客様の希望通りのスタイルに近づけたい
という願いから、入店は常時一組様のみ。セット面
2 席のプライベート美容室としております。

私も主人も新湊出身ということもあり、新湊で
家を建て、その時に独立を決意。経済的な負担を考
え、住宅兼店舗としました。集客には比較的恵ま
れ、立地条件もよく開店から多くのお客様にご利用いただいています。

ポスティングやヘアサロン検索・予約サイトへの掲載など試行錯誤中です。
今後の目標は、固定客を年間200人にすることです。初めてのお客様にリピー
ターとなっていただけるよう、日々努力が必要であると感じております。

どこにでも取材に行きます。お気軽にお問い合わせ
ください。 〈TEL.84−5110／担当 宮垣 まで〉

掲載企業を募集しています

■　このコーナーでは、本所会員事業所の新しい取り組みを広くご紹介します。

瀬戸　沙千さん

h
ヘアー

air r
ル ー ム
oom  S

ス イ ッ チ
witch

代　表

　第6回目は昨年11月13日
にヘアールームをオープン
されたSwitch の代表者
瀬 戸  沙 千 さ ん に お 話 を
伺ってきました。

入
店
は
、常
時
一
組
様
の
み
。

　「
わ
た
し
だ
け
の
時
間
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過
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し
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に
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Member's Information
File. 6

昨年、射水商工会議所主催の創業塾を受講し、射水市創業支援事業
補助金を活用させていただきました。この補助金を活用し、加温器・
シャンプーボール・セット椅子を購入できたことで、資金的にも精神
的にもかなり助けられました。職員の方には親身になって相談にのっ
ていただき、感謝しております。

射水市では産業の振興、新規雇用の創出、定住促進を図るため、市内で創業する方々を対象にした補助金制度がありま
す。射水商工会議所では、今年度もその制度を活用するための条件となる『いみず創業塾』を開催致します。起業をお考
えの方、予備軍の方々はぜひ創業塾を受講し、ご活用を検討ください。詳しくは今月の会報折込チラシをご覧ください。

◎射水市創業支援事業補助金とは？

入店は常時一組様だけなので、赤ちゃんがぐずっても大丈夫。
抱っこしたままのカットもOKです。予約の際に伝えていただけれ
ば、予めベビーラックやおもちゃなどもご用意致します。

平日は、送迎サービスも行っており、老若男女様々な方にご利用
いただけます。ぜひお気軽にご予約ください。

事業所名
代表者名
所 在 地
電 話
創業年月
事業内容

：h
ヘアー
air r

ル ー ム
oom S

ス イ ッ チ
witch

：瀬戸　沙千
：射水市西新湊25−25
：0766−75−1672
：平成30年11月
：美容（ヘアーカット、パーマ、
　ヘアカラー、ヘッドスパ）

お店の特徴・経営方針は？

「射水市創業支援補助金」の活用方法は？

お店のアピールポイントは？




