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先月の事業 pickup

1号議員は、10月2日に立候補届の受付を締め切り、定員（36名）を超えなかったため、投票は行わず、
10月3日の選挙委員会にて当選が確定しました。当選された議員は、次のとおりです。

本商工会議所役員・議員の任期満了による議員選挙は、8月16日の選挙人名簿縦覧に
はじまり、10月3日の選挙委員会をもって定数60名（１号・２号）の議員が決まりました。

～第23期 射水商工会議所 議員選挙～

1号・2号全議員決まる

金原開発㈱　　　　　 金原　敏昭
㈱富山銀行新湊支店　 鏡　　嘉之
イトウ重機工業㈱　　 伊藤　光雄
㈱富山第一銀行新湊支店　 石黒　浩之
三精工業㈱　　　　　 團　　　稔
㈱ナカノ　　　　　　 中野　清志
穴田茂公認会計士税理士事務所 穴田　　茂
㈱マキタ石油　　　　 牧田　　拓
アサダ食品総業㈱　 麻田　美嗣
㈱明石工業　　　　 明　　輝一
㈲加治商店　　　　 加治　定弘
㈱二口印刷　　　　 二口　弘一
㈲カク　　　　 和田　　格
海王交通㈱　　　　 釣谷　隆行
八嶋合名会社　　　 八嶋祐太郎
鷲北水産物加工㈲　 鷲北　昭雄
㈱荒木運輸　　　　 荒木　一義
浪花鮨　　　　　　 京谷　修一

㈱かわぐち　　　　 川口　外幸
野村屋餅店　　　　 野村　良範
棚辺水産㈱　　　　　 棚辺　芳彦
㈱オカモトコーポレーション 岡本　良幸
きくや産業㈱　　　 中瀬　茂喜
北山剛税理士事務所 北山　　剛
㈱小杉稔商店　　　 小杉　一彦
新湊乳業協業組合　 酒井　和広
太陽興産㈱　　　　 笹谷　幸子
竹泉堂　　　　　　 吉久　　磨
㈱北陸エンジニアプラスチック 水越　正之
㈱北國銀行新湊支店 小松与志郎
㈱松田自動車　　　 松田　治男
㈱吉田商店　　　　 吉田　勝之
㈲ロードイン朴木　 朴木　志朗
片口酒店 片口　敏彦
㈲丸龍庵 木村　龍彦
燐化学工業㈱ 安田　陽一

（敬称略）

１号議員（36名）

9月3日～6日の期間に各部会総会を開催し、2号議員（24名）を選任。選任された議員は、次の
とおりです。

柴木材㈱　　　　　　　 柴　　秀木
㈲明野印刷　　　　　　 明野　寛昭
㈲アルビー　　　　　　 中瀬　孝喜
㈱丸進製材　　　　　 鳥本　正信

石友ホーム㈱　　　　　 石灰　　晃
㈱牧田組　　　　　　　 牧田　和樹
分家工業㈱　　　　　　 分家　一嘉
米田木材㈱　　　　　　 米田　秀樹

三進運送㈱　　　　　　 谷内田泰治

中川餅店　　　　　　　 中川　文夫
㈱新湊かまぼこ　　　　 中曽　修一
西谷時計店　　　　　　 西谷　義人
㈱新湊ヤンマー　　　　 野村　賢政
チューリップ水産㈲　　 明　　寿夫

新湊信用金庫　　　　　 磯野　之彦

ライフアップ富山　　　 越後　　正

㈱大代設計　　　　　　 大代　武夫

㈱エスケーシーデリ　　 三箇　　洋
新湊観光開発㈱　　　　 鵜川　　孝

㈱越後　　　　　　　　 越後　嘉一
㈲木谷綜合学園　　　　 木谷　建一

ネットワークウェルフェア㈱ 片岡　泰人

北陸ポートサービス㈱　 加治　秀夫
新港宣伝社　　　　　　 松本　　清

２号議員（24名）

製造部会 金融保険部会

不動産賃貸部会

建設部会
専門技術部会

宿泊飲食部会

運輸通信部会
生活関連部会

卸小売部会 医療福祉部会

事業関連部会
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来年度予算に向け
１７項目を要望

　本所では、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。
　9月26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26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。

（1）射水市中小企業振興計画を具現化する
ための（仮称）「産業振興会議」の設立
と射水市中小企業振興基本条例制定
に向けたプロジェクトチームの設置に
ついて

（2）新分野進出、新商品・新サービス開発
など新事業展開（さらなる成長・発展）
を目指す中小企業に対する支援につい
て

（3）中小企業の人材育成に対する支援につ
いて

（4）内川を活かしたまちづくりの推進

・「水辺のまち夢プラン」の推進

・空き家を活用したチャレンジショッ
　プの出店環境の整備と支援

（5）新湊みなとまちづくり方策の推進

・商業施設・集客施設（宿泊・レジャ
　ー施設等）の誘致

・東部海岸～新湊大橋～海王丸パーク
　～内川～旧漁港までを一体化した商
　業環境の整備

・「射水市宿泊・観光集客施設立地促
　進助成金制度」適用指定地域の拡大

（6）観光拠点施設並びに関連事業者（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

（7）大手ネット販売サイト「楽天市場（特設
ページ）」でのＷＥＢ商店街事業の実施
に向けた支援について

（8）港湾整備事業に係る地元優先発注につ
いて

（9）中部・北関東経済圏へのポートセール
ス促進と市の「船社助成金」「荷主企業
奨励金」等のインセンティブ制度の創
設　

（10）富山新港周辺への企業誘致の推進に
ついて

（11）東西埋立地の土地の有効活用と規制
緩和・（仮称）海の駅への支援につい
て

（12）「食彩しんみなと」事業への助成

（13）環日本海国際交流の促進と支援につ
いて

・射水市と仁川広域市（韓国）の交
　流推進と姉妹提携締結について

（14）交流・定住人口拡大に向けた交通機
関の整備について

・万葉線の延伸（海王丸パーク）・環
　状線化（ＪＲ小杉駅まで）等、交
　通機関の整備について

（15）射水商工会議所に対する支援につい
て

（16）旧新湊庁舎跡地の利活用について

（17）新湊大橋西側エレベータ塔付近の環
境整備について

～ 射水市への提言･要望事項 ～

射水市へ
提言･要望書
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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

10/1 火
射水市行財政改革推進会議
「第１評価グループ」
新湊曳山まつり観覧・市内視察・懇親会

10/2 水 北陸新幹線開業プロモーション事業
「富山県観光物産まつり」担当者会議

10/3 木
選挙委員会
特許等取得活用支援事業連携会議
石井知事と中小企業との対話

10/4 金 富山県商工会議所女性会連合会「観月会」

10/9 水 高岡社会保険委員会理事会・評議員会
地域活性委員会〝お疲れさん会〟

10/10 木 本所女性会寄付贈呈式
10/11 金 射水市行財政改革推進会議
10/12 土 青年部呉西４単会合同例会

10/20 日
新湊カニかに海鮮白えびまつり（青年部）
射水青年会議所「包（PAO）48総選挙
2013」審査

10/24 木
正副会頭会議・役員連絡会議（23 期予定者）
23 期議員懇談会
22期正副会頭・役員懇親会

10/25 金 小規模事業者経営改善資金審査会
日本郵便㈱「販売促進セミナー」

10/27 日 珠算・暗算能力検定試験
段位認定試験

10/28 月 新湊近未来構想実行委員会
（全体会議）・懇親会

10/29 火 富山県商店街振興組合連合会
「まちづくりセミナー」

10/30 水 女性会若手後継者等育成事業
「澤武紀行氏講演会」

10/31 木 全国豊かな海づくり大会
射水市実行委員会

＜新湊地区＞　イベント情報
■高周波文化ホール■

　問合せ先：高周波文化ホール（TEL 82-8400)
10/12 土 射水市交通安全市民大会（TEL52-7966）
10/16 水 射水市展（TEL84-4295）
10/20 日 瑞新茶友会　清秋茶会（TEL82-8400）
■万葉線米島口・車庫■

問合せ先：万葉線株式会社（TEL 25-4139）
10/12 土 鉄道の日・万葉線電車まつり

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。

大門総合会館にて射水圏政経懇話会全体例会
が開催され、最初に野村証券 桑原真樹氏を講
師に迎え、東京でのオリンピック開催を見据え
デフレ経済の脱却、アベノミクス、消費税増税
の影響等今後の日本経済の動向について講演会
が行われました。引き続き行われた懇談会では、
夏野市長はじめ会員間の活発な意見交換・交流
が行われました。

全国の商工会議所から会頭、副会頭などが一
堂に会する、日本商工会議所の第118回通常会
員総会が都内ホテルで開催されました。本所か
らは、磯野、金原、伊藤副会頭と米本専務理事
が参加。総会は、岡本日本商工会議所会頭の挨
拶から始まり、次いで安倍総理大臣からのビデ
オメッセージや茂木経済産業大臣からの挨拶等
が続きました。その後、平成24年度事業報告、
同収支決算等が異議なく承認され、議事を終了
しました。

本所にて、第 8 回創造企業報告会を開催。今
回は、ケーファクトリー㈱代表取締役 鍛治栄
希氏による発表で、約 40 名が聴講しました。
主にビル建築のアルミパネルを製造する同社は、
今よりもっとの経営理念の下、壁面ソーラーパ
ネル等新商品開発にチャレンジし続けておられ
ます。アドバイザーの内田教授は「プロ集団と
して『もっと』を徹底している」と評されました。

デフレ経済の脱却へ
射水圏政経懇話会全体例会

総力を挙げて経済成長を実現
日本商工会議所通常会員総会

経営のヒントを探る
第8回創造企業報告会
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お ･ も ･ て ･ な ･ し
セ ミ ナ ー 開 催

9
25

㈱さくらコミュニケーションズ代表取締役、
一般社団法人日本おもてなし推進協議会理事長
の古川智子氏を講師に、セミナー「おもてなし
力アップ」を本所主催で開催。52名が参加しま
した。2020年オリンピックの開催地に東京が選
ばれ、日本の“おもてなし力”に改めて注目と期
待が集まる中、本セミナーでは、おもてなしに
よるリピーター創りの必要性と重要性を再認識
し、そのノウハウやメソッドについて学びました。

※表紙写真参照　
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～ありがとう明るい未来につなげる絆～
第45回商工会議所女性会連合会宮城大会に参加

青年部９月度講師例会を開催
「事業・イベントの企画手法を学ぶ」

青 年 部 だ よ り

9月20日（金）、射水商工会議所において「射水
商工会議所青年部9月度講師例会『創造から実行
へ！いまこそ一致団結して地域おこしイベント
をやらんまいけ！』を開催しました。

講師に東京富士大学教授 岡星竜美氏を迎え、
イベントの基礎と基本を学びました。講演では
参加者がグループに分かれ、「地域おこし」のア
イディアを出し合いました。

女 性 会 だ よ り

　9月5日（木）～6日（金）全国商工会議所女性会
連合会宮城大会が開催され、全国から 3,419 名

（射水女性会より6名）が参加しました。
　吉川全国商工会議所女性会連合会長、岡村日
本商工会議所会頭、平賀宮城県商工会議所女性
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。
　記念講演会に東北大学加齢医学研究所　教授
　川島隆太氏による「脳を知り、脳を育み、脳を
鍛える」と題して講演されました。
　震災から2年半が経過し、元気になった宮城・
東北の今に触れて欲しい、未来を見つめて欲し
いと願いが随所にこめられており素晴らしい大会
でした。また、今大会は県連主催で実施。普段
忙しく交流・懇親を深める時間が持てない皆さん
でしたが、この全国大会に参加し他の単会の皆
さんと仲良くなれ、有意義な時間が持て良かった
との声が多く聞かれました。
　来年は神戸で開催されます。

▲キリンビール仙台工場見学

▲木谷会長らが参加しました

▲挨拶する竹山会長

▲グループワークの様子

▲講師の岡星氏
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必ずチェック最低賃金
使用者も、労働者も

時間額 ７１２円

富山県(地域別)最低賃金が
改定されました。

発行日 平成２５年１０月６日

旬のカニ・白エビなど
新鮮な海の幸がいっぱい

■開催日時　10 月 20 日（日）
　　　　　　午前 8時～午後 3時 30 分
■開催場所　新湊漁港（東地区）周辺一帯
■内　　容　《海鮮関係》カニ、白えび、

海鮮、寿司即売
《飲食関係》カニ鍋、カニ料理、
白えびから揚げ、白えび料理、
刺身販売等

■主　　催　新湊カニかに海鮮白えび
まつり実行委員会

◆ 射水市きらりカンパニー顕彰 ◆

射水商工会議所ホームぺージで
自社を紹介しませんか？

＜掲載内容＞事業所の基本データ＋紹介文
（500字以内）＋写真（2枚まで）
■ 掲載料は無料です！
■ 掲載をご希望される方は、本所までご連
　 絡ください。（TEL 84－5110） 

射水市商工協議会（本所と射水市商工会
で構成）では、射水市内の様々な分野で中
小企業ならではの知恵と経験と技術を活か
して経営に取り組んでいる射水市内の“き
らり”と光る企業を顕彰します。
つきましては、自薦・他薦を問わず応募
企業を募集しますので、積極的なご応募を
お待ちしております。詳細については折込
案内をご覧ください。
【問合せ先】 射水商工会議所（TEL 84－5110）

この最低賃金は、常用・臨時・パート・ア
ルバイトなど労働者の雇用形態や呼称を問わ
ず富山県内で働くすべての労働者とその使用
者に適用されるもので、この金額に満たない
金額で労働者を使用すると、最低賃金法違反
となります。
【問合せ先】
　富山県労働局賃金室
　ＴＥＬ　０７６－４３２－２７３５
　又は、最寄りの労働基準監督署まで

新湊カニかに海鮮
白えびまつり開催

～第135回 簿記検定試験～
≪試験日≫
平成２５年１１月１７日（日）

1級：午前 9時～　2級：午後 1時 30 分～
3級：午前 9時～　4級：午後 1時 30 分～
≪受付期間≫
　9月27日（金）～10月18日（金）
≪受験料≫
　１級：7,500 円　２級：4,500 円
　３級：2,500 円　４級：1,600 円
≪会場≫
下記 2会場から、お選びいただけます。
①射水商工会議所〔射水市本町 2-10-35〕
②富山情報ビジネス専門学校
　〔射水市三ケ576〕
≪申込み・問合せ先≫
　射水商工会議所　ＴＥＬ０７６６－８４－５１１０

★インターネット申込み始めました !!
（受験料の他に550円の決済手数料が加算されます。）

インフォメーション



射水商工会議所報（第三種郵便物認可）平成25年10月10日 第673号

（7）

参加者募集中！
ノーマイカー運動

TEL：076-444-3123
県総合交通政策室　お問合せ

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1003 HP

申込は事業所・大学単位お申込み

万葉線、富山ライトレール
富山地方鉄道（電車・バス）、加越能バス、
利用可能交通機関　

■日　時　平成２５年１１月１５日（金）
　　　　　　１４：００～１５：３０
■場　所　富山県高岡文化ホール　多目的小ホール
■講　師　評論家　石　平　氏
■演　題　「中国の経済･政治情勢と日中関係の行方」
■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

～税を考える週間～
特別講演会

公益社団法人　高岡法人会

 

日本政策金融公庫
定例相談会

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

10月15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

11月28日（木）
13:00～15:00

相談会場　射水商工会議所 1 階相談室
■ご利用の方は、相談所まで事前に
　ご予約下さい。ＴＥＬ８４－５１１０

主な公的融資制度の利率
（平成25年10月１日現在）

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 １．６５％

１．８５％

２．００％

２．００％

普 通 貸 付
注）基準利率

小口事業資金

中小企業振興資金

 
 

注）別に定める用件に該当する場合は、
それぞれに定める特利が適用されます。  

 
 
 

 

 

　富山県では、県内企業と県内大学等に在籍
する外国人留学生とのマッチングを図るた
め外国人留学生向け合同企業説明会を開催
致します。
■日　時：平成 26 年 1 月 24 日（金）
　　　　　14：00 ～ 17：00
　　　　　（13：30 受付開始）
■場　所：富山県総合情報センター
　　　　　（富山市高田 527）
■内　容：企業様による事業内容や仕事内容

の説明および個別ブース形式の合
同説明会

■主催・お問い合わせ先：
富山県商工労働部労働雇用課
TEL：076－444－8897  担当：吉田
富山県外国人留学生人材活用促進事業
運営事務局　担当：廣田
（株式会社マイナビ北陸支社
富山営業所　TEL：076－442－1860）

　公共交通機関を利用してノーマイカー運動
はじめませんか！10月28日（月）～11月1日
（金）は、「県・市町村統一ノーマイカーウ
ィーク」、さらに、11月～1月の3ヶ月間に
は、「ノーマイカー通勤チャレンジ事業」を
実施します。また、公共交通利用に関する標
語の募集も行います。たくさんの応募をお待
ちしてます。
《事業概要》
ウィーク：期間中、公共交通機関を100円で

利用できるワンコインパスを配
布します。

チャレンジ：期間中、お得な「ノーマイカー通
勤チャレンジ回数乗車券・ICカ
ード」を購入、利用できます。

＜参加費無料＞

外国人留学生を対象とした
合同企業説明会のご案内

インフォメーション



射水商工会議所報（第三種郵便物認可） 平成25年10月10日第673号

（8）

Ｑ＆Ａ
Ｑ．事業内容
Ａ．当社は、射水ケーブルネットワーク㈱100%出資の子会社であり、
平成23年のプライマリー電話（固定電話の代替）事業への参入を
前に平成22年に設立。その電話工事とメンテナンスを担当して
きた。また今年8月からは、県内では初めてとなるFTTHサー
ビスを開始し、当社はその工事も請け負っている。FTTH化とは、
簡単にいうと「家庭までの光化」。道幅が大きくなれば通れる車
も増える様に、光化にするとデータの通信量が増大する。従来1
車線であった道幅が、光化によって3～4車線になったとイメージ
してほしい。それが各家庭に通るのだから、私たちが担う責任
は大きく、北陸初の事業ともあって工事を完璧に行うべく体制
強化に今後も努めていく。
Ｑ．ケーブルサポート㈱のモットーは？
Ａ．当社は、射水ケーブルネットワーク㈱の工事全般を請け負
い、直接お客様のご家庭に伺って工事を行うため、お客様と接
する機会が多い。そのため親会社との連携を上手く図り、落雷
やモデムの故障などお客様からのどんな問合せや問題にも迅速・
丁寧なサポートを要する。市内外25の業者と綿密な連携を図り、
休祝日のローテーション制や地区ごとのコア業者委託など、サポ
ート体制の強化に力を入れている。何より、工事品質を向上させ、
お客様へのサービスを向上させていくことが私たちの使命であ
ると思っている
Ｑ．今後の展望
Ａ．私たちは、地域の中でビジネスをさせていただいているの
であり、地域に貢献できなければ企業ではない。射水ケーブル
ネットワーク㈱が始めたWi-Fi事業では、当社がその調査・工事
を担当し、避難場所に優先的に設置するなど、地域貢献の一環
として従事した。今後も地域のために何ができるかを常に自社
に問いかけ、親会社との連携を密にし、事業に反映していきたい。

インタビューを終えて
　射水ケーブルの対象世帯は射水市・高岡市牧野地区の36,451世
帯。その内ケーブルテレビへの接続世帯数（集合住宅での視聴を
含む加入数）は22,700世帯と6割を占めています※。ケーブルテ
レビの魅力を牛塚氏に伺うと、「豊富な多チャンネル視聴」と「地
域情報を惜しみなく発信するコミュニティチャンネル」
の2つが返ってきました。曳山まつりの生中継など民
放にはできないことをやってくれるというのは大きな
魅力ですし、ライフラインでもあるこれらの通信環境
が牛塚氏を始め、地域を想う多くの方々のサポートに
よって守られているのだと改めて考えさせられました。
電話・インターネットなどの通信産業では市場競争が激
化していますが、地域に根ざし、地域を想うサービス
の存在はとても心強いことだと思います。※ 平成24年
度末時点のデータ

　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18回は、ケーブルサポート㈱です。今全国で拡大しているWi-Fiの無
料スポット。射水市内にも現在約182箇所、順次展開されています。昨年末
には本所にも設置していただきました。市内での設置工事は、ケーブルサ
ポート㈱が全面的に請け負い、取付けの工事費は全て自社で負担されて
います。災害時の通信手段の確保や、利便性の向上など、地域社会に果た
す役割は大きく、ケーブルサポート㈱が描くこれからの展望について、代表
取締役社長 牛塚松男氏にお話を伺いました。

キラリ
しんみなと

地域貢献なきは企業にあらず

▲ 社長　牛塚　松男 氏

社　　名
　ケーブルサポート株式会社
住　　所
　射水市中央町17-14
設　　立
　平成22年11月
代 表 者
代表取締役社長　牛塚　松男
従業員数　５名
資 本 金　500万円
事業内容
　射水ケーブルネットワーク㈱の
工事全般（テレビ・ネット工事、
電話工事、サポート、Wi-Fi）

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
募集中

射水商工会議所  東海まで
（TEL８４－５１１０） 


