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Pickup
新たに経営支援課を設置

4月度
部会長連絡会議

４月１日より、新たな２名の職員を迎え、本所事務局構成が以下のとおり新しくなりました。

部会長連絡会議が開催され、各部会より活動
報告や抱えている課題について協議を行いまし
た。23期より各業種・業態により焦点を合わせ、
国や県への提言・要望活動を含め様々な活動に
部会が中心となり取り組んでいます。
会議の中では各部会の活動費の問題点等や、
「部会活動を行ってもどのくらいの反応がある
かわからない。今後講演会やセミナー等を開き、
部会員の反応を見る」などの意見が出されました。
会頭より、
「射水市に提言できる場として部会活動を通し、大いに利用してほしい。」という提案の後、閉会しました。
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新入社員研修セミナー

8

本所２階会議室にて（公財）日本電信電話ユーザー協会の主催により、
「新入社員研修セミナー」が開催されました。市内から約40人の新入社員
が参加し、基本的な社会人としてのマナーや心構えを学びました。セミナー
の中で周囲の参加者たちと挨拶や電話応対の模擬体験を行うなど、より実
践に近い形で学び、参加者たちは真剣な眼差しで取り組んでいました。

所属・職名

米本 進
事務局長・中小企業相談所長
砂原 良重
総務課長 兼 総務係長（補助員）
向田 真理
総務課企画係長（経営指導員）
今井 秀一
総務課
総務課主事
（新）
京谷 華子
総務課嘱託
中野 政治
〃
東手 典子
経営支援課長 兼 指導係長（経営指導員）
青木 邦英
経営支援課主事（記帳専任職員）
島倉 晃一
〃
（補助員）
土田 美聡
経営支援課
〃
（新）
買場 啓太
経営支援課嘱託（経営指導員）
伊東 康行
〃
黒崎 明美
専務理事

新入職員のご紹介
本年度より新しく入所した職員をご紹介致します。
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しんみなと歴史
ヒストリアプロジェクト
Name

ジェクト」の会議が開催されました。
会議では、新たにメンバーに加わった明石あおいさんに「外か
ら見た内川の魅力」についてお話をしていただきました。明石さん
は「内川の魅力は水辺と人との距離が非常に近い。外から来た
人は、そこで生活している人の何気ない日常に魅力を感じる。」と、
地元で生活する者が気づかない魅力についてお話されました。
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買場 啓太

新湊で生まれ育ち、大好きなこ
のまちの商工会議所職員の一員
として、会員事業所の皆様のお力
添えができるよう精一杯がんばり
ます。よろしくお願いいたします。

着地型観光推進
プロジェクト

魅力発信プロジェクト所管の「着地型観光推進プロジェクト」
の会議が開催されました。
会議では、富山県 観光・地域振興局デスティネーションキャン
ペーン・商品開発担当課長 玄葉 幸栄さんをお迎えし、着地型観
光商品を企画する際に必要な考え方についてお話いただきました。
玄葉さんから「着地型観光を考えるには、買い手の視点を十分考
慮して企画する必要がある。」と、アドバイスをいただきました。
2

主な今後の動き
イベント情報

＜会議所＞
5/8（木）

魅力発信プロジェクト所管の「しんみなと歴史ヒストリアプロ

4

職員名

Name

京谷 華子

5/13（火）

正副会頭会議
PL 連絡会議
射水市商工協議会役員会
経営計画作成セミナー

5/14（水） 本所青年部理事会
5/20（火） 経営計画作成セミナー
5/22（木）

小規模事業者経営改善資金
審査会

5/23（金）

不動産賃貸部会
空き家・不動産無料相談会

5/24（土） 東京新湊会「総会・懇親会」
5/26（月）

地元の発展を支える商工会議
所において、少しでも早く十分な
戦力となり、皆さまのお役に立て
るよう日々精進いたしますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

主な今後の動き

北陸新幹線建設促進富山県民
協議会等合同決起大会

5/27（火） 射水市ふるさと物産協議会総会
5/28（水） 本所青年部委員長連絡会議
5/30（金）

射水圏政経懇話会
第 27 回定時総会・会員懇親会

5/31（土） 射水市獅子舞競演会
平成 26 年５月 10 日
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SERIES
青年部だより

ホスピタリティマインド（おもてなしの精神）
日経ＢＰヒット総合研究所 上席研究員

射水商工会議所青年部

第36回 定時総会を開催

4月20日（日）第一イン新湊において、射水商工会議
所青年部 第36回定時総会が開催され、平成25年度
事業報告及び収支決算、平成26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。
総会では加藤会長が「北陸新幹線の開業、アウト
レットモール、コストコの出店が予定されており、県内
外からの観光客を迎え入れる体制をメンバーが一致
団結して整えていきたい」と抱負を述べました。



加藤会長
挨拶

平成26年度

青年部役員

『持っているもの』と

『求められているもの』

考えられます。

外国人の観光客をもっと地域に呼

昨年、観光目的で来日する人がもっ

び込むにはどうすればよいか―。京

とも増えた国はタイでした。台湾やベ

仕事柄、全国各地を訪れますが、ときどき残念

都商工会議所が主催したシンポジウム

トナム、香港、
マレーシア、シンガポー

に思うことがあります。その地域が持っているもの

に参加してきました。京都は世界に誇

ルといった国の増加率が高くなって

はアピールしても、そこを訪れる人が求めるものと

る観光地です。世界の訪問したい都市

います。それぞれの国から来た人が、

マッチングしようという意識に欠けているからです。

のランキングでもトップ10に入るブラン

日本のどのエリアを訪れているかの

例えば甲府の駅前には武田信玄、岐阜の駅前に
は織田信長の巨大な像が建っています。地元の誇

さらに観光客を呼び込もうとしている

す。例えばタイの観光客ですが、上位

りであることは分かるのですが、外国人観光客あ

副

会

長

のでしょうか。

は「東京」
「大阪」。これはどの国でも

るいは国内旅行の家族連れや女子のグループに

副

会

長

あまり変わりません。ところが第３位は

響くコンテンツだとは思えません。山梨にはワイン

副

会

長

円安やさまざまな施策の効果もあって

「山梨」で、
「京都」は第４位なのです。

や宝飾品産業など日本一のものがあります。しか

初めて1,000万人を超えました。しかし、

先のシンポジウムでこのデータを示す

し甲府の市内で観光客向けにこれらを展示し販

これでも世界ランキングでは33位、アジ

と、関係者はちょっとショックを受け

売しているまとまった商業施設はありません。

アの中でも８番目の低い数字なのです。

ているようでした。

女性会だより

地域発展に向けて邁進
通常総会開催

4月17日（木）、射水商工会議所にて平成26年度通常総会
を開催。来賓に、夏野市長、奈田市議会議長、牧田会頭 他
をお迎えし、会員32名が参加しました。
総会では、木谷会長が「女性の力を信じ、地域発展への
熱い思いを一つに、邁進していきたい」と挨拶後、平成25年
度事業報告及び収支決算、平成26年度事業計画（案）及び
収支予算（案）が審議され、全て承認されました。
総会終了後、射水市教育委員会生涯学習・スポーツ課の
松山充宏主任学芸員より「ふるさとの歴史」と題して記念講
演会を開催しました。射水市の地名の由来や、曳山祭りの歴
史など身近なふるさとの歴史を、松山氏が饒舌に楽しく解説
してくださり、参加者からは感嘆の声が聞かれました。
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京都エリアにそろっていますが、それでも山梨に負

データを見ると、面白い傾向がありま

平成26年度
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自然も好まれます。こうしてみると、富士山以外は
けているところをみると、アピール不足が原因だと

昨年、日本に来る外国人観光客は、

＜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・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。
TEL 84－5110

地域にもっと人が来るようにするためには、

フランスの８分の１、中国の５分の１、韓

タイの旅行会社のＷｅｂサイトで

国の２・５分の１といった水準なのです。

日本観光ツアーのメニューを見たり、

女性の力を信じ、

平成 26 年５月 10 日

とが分かりました。
「桜」や「紅葉」などカラフルな

ド力を持っています。その京都がなぜ、

YEG 交流委員長

4

「ショッピング」
「カニの食べ放題」などであるこ

長 林

まっつん 委員 長

▲ 松山充宏主任学芸員講演

イ人が日本に求めているものは「富士山」
「温泉」

長 加藤

おもてなしの心委員長



タイの旅行掲示板での意見や口コミを見ると、タ

会

総務広報委員長

木谷会長
挨拶

和博

副

会

文統 （㈲北日本新聞 加藤販売店）
功之 （オカノ自動車整備工場）
田代 拓矢 （田代電化）
前川 博和 （前川板金店）
南
貴浩 （㈱ガーデンスペース）
宮前
智 （桜システム）
二口三四郎 （㈱二口金物）
平野 慎悟 （㈲真木工業）
木谷 大輔 （木谷サイクル）

渡辺



坂本

マッチングを見直してみてはいかがでしょうか。

二宮社長が進めてきた経営の基本的考え方は

法政大学大学院政策創造研究科
教授

「持っているもの」と「求められているもの」の

光司

社員最重視の経営を貫く

「社員とその家族が幸せになる会社」づくりである。
このことを経営者が一番大切にせずに社員が顧客
に良いサービスを提供できるはずがないと考え、創
業以来、社員とその家族のためになると思うことを、



「さくら住宅」

ＪＲ東海道線の大船駅から車で15

ある。しかも二宮社長の持ち分はわず

ガラス張り・全社員参加経営はもとより、定年制を

分ほど走った横浜市栄区の住宅街に

か20％、残りは社員と顧客が株主であ

廃止し、行き過ぎた成果主義をとらず、年功序列の

「株式会社さくら住宅」という社名の

る。配当も５・５％ということもあって

賃金制度をベースとしている。また、販売面でも値

住宅のリフォーム会社がある。創業は

人気があり、現在、株主はなんと１５７

引きは一切しない、飛び込み営業はしない、大口で

平成９年、現在地近くに生まれた現社

人もいるという。この結果、社員数は

はなく小口を大切にする、お客さまにとって一番良

長の二宮生憲さんが51歳のとき、住宅

パートを含め44人ながら資本金はなん

いことをするなどを基本としている。このため職場

関連のある会社をあえて辞め、仲間数

と9,800万円である。加えて言えば、役

内にギスギス感はまったくなく、社員の士気はすこ

人でスタートしている。

員はもとより社員の中に親族は一人も

ぶる高い。

業績はすこぶる順調で、創業以来一
度も赤字経営をしたことがないばかり

いないという変わった会社である。

愚直一途に次から次に実行してきたのである。
前述した社員の持ち株制度の導入や、経営の超

二宮社長をこうした社員最重視の経営に駆り立

ともあれ、業界の大半の企業が業績低

てたきっかけは、サラリーマン時代の経験である。

迷に嘆き悲しむ中、同社は逆に快進撃を持

住宅関連のある上場会社の取締役まで登りつめた

ちなみに社員への賞与は業績を反映

続している。それでは、なぜ同社は好不況

努力家であるが、上司だった社長の親族重視・公

し年間４回、月数で約６カ月支給してい

にほとんどぶれず快進撃を続けてこられた

私混同甚だしい経営を反面教師にしたのである。

るという。同社の経営でとりわけ驚くの

のか。その最大の要因は、二宮社長が実行

こうした企業の存在を見せつけられると、経営

は、社員全員（入社１年以内を除く）が

してきた経営学が、社員はもとより顧客か

問題の全ては経営者の背中と心にかかっていると

持株会ではなく個人の株主という点で

ら高く支持されてきたからに他ならない。

言える。

か、１年を除き増収増益である。
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インフォメーション

インフォメーション

金 融 関 係

経営計画作成支援セミナー＆個別相談会

主な公的融資制度の利率
（平成26年5月1日現在）
資

金

名

利率（年）

日 本 政 策 マル経融資
金 融 公 庫
（国民生活事業） 普 通 貸 付
富

山

県

小 口 事 業
資
金

射

水

市

中 小 企 業
振 興 資 金

１. ４５％
１. ４０～
３. １０％
２. ００％
２. ００％

持続化補助金の事業計画作成に最適！！
本所では小規模事業者の持続的な経営に向け、下
記の通りセミナー＆個別相談会を開催します。小規模
事業者持続化補助金（下記）など、補助金の活用や
経営計画作成をお考えの皆様、是非ご参加下さい。

経営計画作成支援セミナー（２日間コース）

５月13日（火）
・５月20日（火）18 : 30～21 : 30（両日とも）

個別相談会

※セミナー受講者が対象です。

５月23日（金）17 : 30～20 : 30（セミナー受講者のみ）
講師 中小企業診断士 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）

日本政策金融公庫
定例相談会
【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
5 月 20 日（火）
■ 創業支援・地域活性化支援
13 : 00 ～ 15 : 00
■ 国の教育ローン、恩給・共済
年金等を担保とする融資
■ 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

5 月 22 日（木）
13 : 00 ～ 15 : 00

運輸通信部会講演会
【開催日時】平成26年５月27日（火）17 : 30～
【テーマ】 北陸新幹線開業が射水市に及ぼす影響
【内 容】 北陸新幹線開通が市内の企業活動・観
光にどのような影響を与えるか、九州新
幹線、東北新幹線全線開通後の地域の
事例などを踏まえてご講演頂きます。
【講 師】 ㈱日本政策投資銀行 富山事務所
ひろし

鵜殿 裕 氏
【対象者】 本所会員 事務所
【相談会場】 射水商工会議所 ２階
【申込・問合せ】
射水商工会議所 担当：島倉 TEL.84－5100
※講演会後、部会員交流会を開催
6
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小規模事業者
持続化補助金
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本所会費納入のお願い

新年度に入り、平成26年度会費納入時期をお知
らせ致します。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30日（金）にご指定の口座より振替させてい
ただきます。

5 月30 日（金）まで

お振込み、又は本所窓口にてご納入ください。

同封しました「会費のお願い」をご確認下さい。
振込みにつきましては同封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。
問合せ先
口振手続きなど詳細については、
【TEL.84－
5110

日商簿記２級が

「企業が応募者に求める資格
ランキングトップ10」で第１位
㈱リクルートエージェントに寄せられた求人で、企業側
が応募者に求める資格を集計。

「今後取得したい資格ランキング」で第 5 位

口座振替扱いの会員

振込み扱いの会員

日商簿記２級が今求められています

むく た

日本経済新聞と日経キャリアマガジンが20～40歳代
のビジネスパーソンを対象に調査した、
「今後取得し
たい資格」ランキングとなりました。

企業、受験者、双方の皆様から極めて高い評
価をいただいていることがわかります。今後の
キャリア、スキルアップに是非日商簿記を考えてみ
てはいかがでしょうか。
ランキングの詳細
[URL] http://www.kentei.ne.jp/for/ranking.php
問合せ先
射水商工会議所 担当：京谷 TEL.84－5110

担当：向田】までお問合せください。

小規模事業者が経営計画に基づいて実施する販路拡

商工会議所

大等の取り組みに対し50万円（2/3補助）を上限に補助し
ます。尚、従業員の処遇改善に取り組む事業者について
は、150万円の事業費に対し最大100万円まで補助します。

着となりますが、当事業の申請に際しては本所の確認が必
要となります。提出前に本所で所定事項を記した添付用
紙を得た後、併せて日本商工会議所にご提出いただくこと
になりますので、お早目の提出をお願いします。

◎ご利用の方は、相談所まで事前にご予約下さい。
TEL.84－5110

う どの

射水商工会議所

申込締切は5月27日（火）17：00 日本商工会議所に必

富山支店中小企業事業

所長

会場

平成
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※申込み・問合せは、本所経営支援課（TEL.84−5110）
までご連絡下さい。
●小規模事業者持続化補助金ホームページ

http://www.jizokukahojokin.info/

労働保険
年度更新のお知らせ
労働保険の「平成25年度確定保険料及び平成26
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

6

1日

7
10木

＊当会議所に労働保険事務委託されている
事業所様にはお早目にお手続き下さい。
◎問合せ先
射水商工会議所 担当：中野 TEL.84－5110

空き家・不動産 相談会のご案内

電子ライブラリー

会員・地域事業者向けに有益な情報を電子書

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保守
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。

籍形式でタイムリーに提供する「商工会議所ライ

【実施日時】 第１回：５月23日（金）
※全日程
第２回：６月23日（月） 11 : 00～15 : 00
第３回：７月23日（水） （休憩なし）
【対 象 者】 地域の住民の方々
【相談会場】 射水商工会議所 会議室
【申込・問合せ】
射水商工会議所 担当：土田 TEL.84－5110

いります。是非ご活用ください。

地元消費で、
街を元気に

ブラリー」を当所ホームページ内に開設いたしまし
た。本ライブラリーでは、商工会議所および行政
機関等が作成した中小企業の経営に資する各種
資料、ガイドブック、パンフレット等を提供してま

〔URL〕http://library.jcci.or.jp/を直接入力
または「射水商工会議所ホームページトップ」
（http://imizucci.jp/）より
「商工会議所ライブラリー」のバナーをクリック

総会記念講演会

日

時

平成26年５月20日
（火）15：30～17：00

場

所

高岡商工ビル ２Ｆ大ホール

第一講座

しよう！

楽しいお買い 物は

地元 の 商店で
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。

入 場 料

講師

立教大学経済学部教授
山口 義行 氏

演題

「革新と創造で新時代を切り拓け」

無料（事前に電話にて申込みお願いします）

公益社団法人

申込・問合せ先

高岡法人会

TEL.23-8855 FAX.26-1216

平成 26 年５月 10 日

CCI いみず

第 680 号
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キラリ しんみなと

第25回は、㈲Honey Beeです。同社は、今年2月24日に７店舗目となる新店を構えました。まだまだ珍しい、
女性の企業家としての理念に迫ります。

花、お客さん、従業員に

誠実に接する事が大事

の所在地は中曽根ですが、店舗の名前に「新湊本店」と付けて
いるのもそのためです。東京や海外での生活経験もありました
が、背伸びをしているような気がして。なんとなく地元に帰って
きて、いろいろな縁で今日に至っています。
花屋を始めて20年になりますが、これまではショッピングセ
ンターやスーパー内への出店でしたので、今回が初めての自社
店舗となります。この店舗のイメージは、敷居の低い花屋さん。
男性も気軽に立ち寄れ、また榊一本の購入でも入れるような店

仕事における理念を教えて下さい
花に対しても、お客さんに対しても、従業員に対しても誠実
に接することが最も大事と考えています。誠実に、一生懸命に
やっているうちに、気付いたら少しずつお店が大きくなっていま

㈲

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。

やはり地元の新湊地区にお店を出したかったから。新店舗

ペンキ塗りなど、手作りで仕上げました。

25

藤川奈緒美 さん

新しい店舗を出店したきっかけを
教えて下さい

舗をイメージしました。内装にもこだわり、スタッフ一同による

No

代表

した。それに伴い、一人ではお客さんに満足なものを届けるの
は困難となり、従業員も増えていきました。いろいろなタイミン

ハ ニ ー

ビ ー

社
名：㈲Honey Bee
代 表 者：藤川 奈緒美
住
所：八幡町三丁目14-40
T E L：0766−82−7987
設
立：2006年4月
事業内容：フラワーアレンジメント、
お花教室
店
舗：新湊本店（高岡市中曽根222-1）
ファボーレ店（婦中）、米島店（アルビス内）
昭和通り店（サンコー内）、新庄店（ア
ルビス内）、戸出店（アルビス内）、砺
波店（苗加サンコー内）
HPアドレス：www.hanakoubouami.jp

グや条件が重なって、店舗数も増えていきました。

H
o
n
e
y
B
e
e

自分は社長になりたかったわけでもなく、ただ“花”という命
のあるものを扱うという責任と、その短い命の一番きれいな瞬
間をちゃんとお客さんに届けたいという思いでやっていくうち
に、人に助けられ、タイミングも重なり、７店舗を経営するまで
になったのです。何事も誠実に取り組むことが大事だと感じて
います。仕事は楽しいです。辛いこともあるけれど、乗り越える
ことでまた楽しさも増すと考えています。

従業員の皆さんを尊重していると
伺いました
各店舗の運営は従業員に任せています。お花教室の講師に
ついても、自分だけではなくスタッフにも任せています。という
のも、みんなの才能や能力、個性は自分の手元においておくに
はもったいないほどで、スタッフそれぞれが活躍できるお店に
なればいいと考えているからです。それぞれの店舗には店長の
カラーが濃く出ていて面白いです。また、中には男性のスタッフ
もいて、彼のお店はかなり繊細な雰囲気を出しています。

8

平成 26 年５月 10 日
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インタビューを終えて
７店舗を経営されていますが、経営の芯
の部分は、花にも人にも誠実に、一生懸命
に接するという、基本を大事にされている
ことがひしひしと伝わってきました。また、
花のことを植物ではなく、命ある「生き物」
とおっしゃっていたのが印象的でした。

掲載企業募集しています。
射水商工会議所
TEL.84-5110（京谷まで）

