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部会やプロジェクトの更なる活性化を誓う

▲通常議員総会

▲射水市産業振興研究会
　ワーキンググループ
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　６月 22 日（木）、第一イン新湊において、通常
議員総会を開催しました。
　総会では平成 28 年度の事業報告・収支決算等
について審議され、いずれも原案通り承認されま
した。
　終了後は、夏野市長、竹内市議会議長、杉浦産
業経済部長をお迎えし、懇親会を開催。牧田会頭
より「庁舎跡地の件がこの地の大きなポイントで
ある。さまざまな繋がりを大切に、この地の発展
に繋げたい」と挨拶。夏野市長のご挨拶、竹内市
議会議長の乾杯のご発声により開宴し、各々交流
を深めるなど、有意義な懇親会となりました。
　以下、平成 28 年度事業報告の概要を掲載します。

平成29年度通常議員総会開催

■平成28年度の収支決算の概要

■平成28年度の事業概要

（単位：千円）

　 科　　目 金額 割合
（％）

収
入
の
部

会費・負担金 23,581 11.3
事業収入 127,821 61.4
交付金（補助金） 49,736 23.9
雑収入 1,600 0.8
繰越金 5,492 2.6
合計 208,229 100

支
出
の
部

事業費 131,689 64.6
人件費 49,046 24.1
事務費 5,969 2.9
会館維持費 5,517 2.7
会議費 2,488 1.2
渉外費 465 0.2
公課分担金 2,373 1.2
積立金 2,000 1.0
繰越金 4,182 2.1
合計 203,729 100

　わが国経済は、アベノミクスの取組により、雇用・所得環
境が改善し、緩やかな回復基調が続いております。地域経済
においても、緩やかにそして着実に回復に向かっております
が、中小・小規模企業にとりましては、人口減少や少子高齢
化による消費マインドの低迷などの外部環境や、人手不足や
企業のライフサイクルと生産性及び雇用環境などの内部環境
による経営課題も多く、海外経済の不確実性、金融資本市場
の変動の影響など予断を許さない状況が続いています。
　本所におきましては、11 月の議員改選により、牧田会頭が
再選され、企業や地域が存続し続けていくには、コモディティ
化を脱出し、イノベーションによる新たな付加価値の創造が
必須であり、「創造」の時代を駆け抜けていかなければなら
ないとの方針を示し、新体制をスタートしました。
　このような環境下において、本所においては、北陸新幹線
の開業による交流人口の増加をチャンスと捉え、地域の「稼
ぐ力」や「地域価値」を高めるまちづくりの一環として「産業」
「食」「祭り」を地域資源として観光需要を取り込む取組みを
行いました。
　その他、本所は、政策提言活動、中小・小規模事業者の経
営支援、射水市の総合経済団体として、次に掲げる重点項目
の実現に積極的に取り組みました。
１　中小・小規模事業の経営支援
２　地域活性化への取り組み強化
３　港湾機能の充実と利用促進に関する調査・研究
４　交流観光の推進
５　提言・要望活動の推進
６　会員サービスの推進
７　運営基盤・事業活動の強化

先月の事業　Pick Up

監　事
　株式会社ナカノ

� 会長　中野　清志�氏
� （前任）故�金原　敏昭�氏

１号議員　平成 29 年 5 月 6 日付
　金原開発株式会社

� 代表取締役　山下　章�氏
� （前任）故�金原　敏昭�氏

役員・議員異動のお知らせ

会計間繰入金・積立金特別会計は除く
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　生活関連部会員の半数を占める、美容・理容業の方々が参加しやすいように、
第１日曜日に設定し「視察研修会」を参加者 19 名で実施しました。
　蔵をリノベーションし「越中八尾ベースOYATSU」を八尾の文化の発信拠点
として活動されている原井紗由里氏を訪ね、お話をお聴きしました。現在、お
わら風の盆の期間には約 25 万の観光客があるが、通年観光は難しい現状である。
通年を通して観光客で賑わう街にしたい。富山に残された宝を見つけ、その宝の
魅力を世界に発信していきたいとお話されました。その後、原井様に八尾の街を
ご案内いただきました。サプライズで胡弓の名人宅にお邪魔し、胡弓の音色を楽
しみました。また越中八尾観光会館「曳山展示館」の見学。昼食会場では、部会
員同士和気藹々と話題が尽きることがなく、有意義な時間となりました。帰路の
車中において、越後部会長より今後とも部会活動に関心を持って積極的に参加して欲しいと挨拶され、視察研修会
を終了しました。

4
6 八尾町を探訪

～生活関連部会主催視察研修会を実施～

■新規加入会員のご案内

№ 事　業　所　名 代表者名 所　　在　　地 業　　　種
１ 若林建材 若林　修一 射水市殿村176 運搬業
２ total care salon Boon 本保　智子 射水市庄西町1-6-6 エステ､カイロプラクティック
３ 達ちゃん 明神　達朗 射水市中央町16-15 飲食業
４ 居酒屋　しょう八 大坂　洪雁 射水市中新湊7-2 飲食業
５ スナック　クリスタル 大石　悦子 射水市立町3-1 飲食業
６ 新湊庄西町郵便局 正橋　信人 射水市庄西町2-7-29 郵便局

７ Glass Beads Factory
蜻蛉玉 Fe 齊藤　悠子 射水市本町3-4-13 ガラス工房

８ ㈱TAN-EI-SYA 山﨑　昭修 射水市片口高場1-1 自動車部品製造
９ コウジンテクノ 屋根　基宏 射水市本町1-12-5 金属加工業
10 ライトホール新港の森 越後　嘉一 射水市作道242-1 葬祭業
11 居酒屋　頂 石黒　正幸 射水市松木404 飲食業
12 NPO法人 はぁとぴあ21 高和　洋子 射水市海老江練合169-32 児童福祉事業
13 塩谷　美子 射水市八幡町1-7-25 不動産業
14 みながわ創作㈱ 皆川　正道 射水市東明中町1-7 電気器材設計
15 協立電化㈱ 関原　俊和 射水市片口高場5-5 金属製品製造業
16 ㈱スガマサ射水工場 川添　貴史 射水市津幡江646 製造業

№ 事　業　所　名 代表者名 所　　在　　地 業　　　種
１ 吉堀中曽根接骨院 吉堀　岩夫 高岡市中曽根259-1 柔道整復業

２ エムアールテクノサービス㈱
金沢支店 作道　政義 白山市下柏野町368-2 旅行業

３ てば壱 高岡内免店 吉井　洋行 高岡市内免2-6-25 飲食業

先月の事業　Pick Up

新加入会員

特別会員
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　今年度第一回目のプロジェクトリーダー会議を本所にて開催致しました。第
24 期よりプロジェクトを再編成し、魅力発信プロジェクト（三箇　洋リーダー）、
連携協議プロジェクト（八嶋祐太郎リーダー）、創造経営プロジェクト（荒木一

義リーダー）の３つにより、地域活性化に取り組みます。
　会議では各プロジェクトの進捗状況が報告され、それぞれが抱える問題点等について活発に意見交換がなされま
した。
　各プロジェクトについては、本紙にて報告を致します。その他詳細につきましては、本所までお気軽にお問い合
わせ下さい。

8
6 新湊地区の活性化に向けて

先月の事業　Pick Up

　射水商工会議所にて、射水市産業振興研究会第１回ワーキンググループを開催
しました。この事業は、射水商工会議所と射水市商工会で組織する射水市商工協
議会が主催し、射水市の産業振興の具体策を立案することを目的としています。

ワーキンググループのメンバーは射水市内の中小企業・小規模企業や、農業・漁業従事者、市役所職員など、計
30 名で構成します。
　初回の今回は、具体的な施策の検討に入る前段階として、射水市の産業の将来像について、５つのグループに分
かれて議論をしました。各グループとも白熱した議論が交わされ、射水市の強みである「食」「祭り」「立地」「自然」
を活かし、住む人と来る人の調和が取れたまちづくりが必要だといった意見などが出されました。

　本所医療福祉部会では、「長寿時代の事業経営について～経営者のライフプラ
ンから節税まで～」と題してセミナーを開催し、11 名が参加しました。セミナー
では、講師に西浦税理士事務所代表西浦雅人氏をお招きし、体験に基づいた節税
の知恵をはじめ、価格の決め方や売上アップの方法など、意外に知られていないポイントを中心にご講演頂きました。
参加された皆さんからは、有益で参考となる点が多かったと好評でした。

29
6

21
6

射水市産業振興研究会第１回ワーキンググループを開催
射水市の産業の将来像を考える

医療福祉部会セミナー開催

　観光需要の取り込みによる地域活性化を目的に、10 月 1 日（日）に開催される
新湊曳山まつりに向け、観光客の受入環境を整備するための「新湊曳山まつり市
民プロジェクト全体会議」を開催しました。米田リーダー（本所副会頭）より、「今
年も更なる安全と満足度を向上させ、また来たいと思ってもらえる受入環境を構築したい。皆さんのご協力をお願
いしたい。」と挨拶。総務・広報委員会、交通・観覧・休憩・飲食の各部会からの進捗状況報告や、委員の意見交
換を行いました。
　今年は、有料観覧席を立町交差点南、立町交差点北、旧新湊庁舎跡地、湊橋東側の４会場に各 100 席、計 400 席
設置。飲食ブースは昨年同様立町公園での設置を決めました。有料観覧席は、８月１日（火）午前９時より㈱トラ
ベル新湊（射水市中新湊 10−27 ☎ 84−2055）において１席 3,000 円で一般販売を開始します。
　牧田射水市観光協会会長（本所会頭）より、「昨年の反省点や要望を取り入れ、更に良くして行こうという姿勢
が見受けられ非常に有難い。更なる受入環境づくりを目指して引き続き取り組んでもらいたい。」、三箇サブリーダー
からは、「今年も日曜日開催なので、ブラッシュアップして大勢のお客樣をお迎えしたい。ご協力をお願いします。」
と挨拶し閉会しました。

6
6 新湊曳山まつり市民Ｐ全体会議

有料観覧席　400席を設置
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　本所では射水市の産業について理解を深めてもらうため、平成 26 年度より、
毎年、標記ツアーを実施しています。４回目となる今回は、県内在住者 20 名が
参加し、三協立山㈱射水工場の見学、㈱新湊かまぼこでの細工かまぼこ作り体験、
㈱新湊観光船の内川遊覧などを行いました。ツアー中も参加者の方から積極的に
質問が出され、「いろいろ知れて良かった」との声を多く頂きました。

30
6 射水市産業観光ツアー

7/4 火 製造部会「ものづくり講演会」
7/27 木 消費税増税に向けてのＩＴ活用講座

「５つのＩＴツール」7/11 火 正副会頭会議
7/12 水 本所青年部理事会 7/27 木 不動産賃貸部会
7/13 木 事業関連部会研修会 7/29

～30
土
～日 内川十楽の市

7/20 木 小規模事業者経営改善資金審査会
7/26 水 建設部会・製造部会　視察研修会 7/30 日 富山新港花火大会女性会出店事業
7/26 水 青年部　委員長連絡会議

　6 月 12 日（月）に若手後継者等育成事業として講師例会を行いました。講師
に㈱スマイルファーム　代表取締役　安達里枝氏をお招きし「ＳＮＳで情報を発
信・拡散～費用をかけず、仕事をＧＥＴ～」と題し、フェイスブックやインスタ
グラムといったＳＮＳの活用方法を学ぶセミナーを開催しました。39 名の方が
参加し、講師の経験をもとにしたＳＮＳの活用法、キャッチフレーズのポイント
などを学びました。後半にはワークタイムを設け、それぞれが自身の立場や場合に合った活用法をしっかりと考え、
実りのある講師例会となりました。

　富山県商工会議所女性会連合会平成 29 年度定時総会が６月 29 日（木）富山県民会館において開催され、県内
８女性会より 93 名出席しました。（射水より 12 名出席）  平成 28 年度事業報告並びに収支決算・平成 29 年度事
業計画（案）並びに収支予算（案）について、いずれも承認可決されました。役員の一部改正が行なわれ７年会長
を務められた梅田さんが退任され、新会長に近藤さんが就任されました。
  総会後、ＴＫＫ株執行役員総務部長　小林聖子氏が「女性が活躍する社会の実現に向けて～ＹＫＫにおけるダイ
バーシティの取り組み～と題して、記念講演会が開催されました。

青年部だより

女性会だより

講師例会開催

～平成29年度定時総会･記念講演会開催～
富山県商工会議所女性会連合会

祝　木谷泰子相談役　県部門功労表彰を受賞
　６月 24 日（土）富山県民共生センター（サンフォルテ）において、富山
県社会教育（男女共同参画）部門功労表彰を、当女性会相談役の木谷泰子
さんが受賞されました。

＜会議所＞主 な 今 後 の 動 き

先月の事業　Pick Up
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協会けんぽ加入事業所限定

　健診結果を協会けんぽと共有して、健診受診後の
健康サポート（特定保健指導）を利用しましょう。
　対象の事業所様には健診結果送付時に“健康サ
ポート利用のご案内”を同封いたしますので是非お
申込み下さい。
問い合わせ先　協会けんぽ富山支部保健グループ
　　　　　　　電話：０７６－４３１－５２７３

事業主の皆さん、コスト０（ゼロ）から「健康経営」を始めませんか？
今年の健康診断は健診結果後のフォローアップまでしてみませんか？

インフォメーション

平成29年７月13日（木）
14：00～15：30

無料（事前に必ず電話にて申込みお願いします）

高岡商工ビル　４Ｆ研修室

｢経理業務のよくある疑問｣
OAG税理士法人　埼玉
� 所長　星　叡（ほし�ただし）氏

税経セミナー
日 時

入場料

場　所

演 題

講 師

公益社団法人　高岡法人会
申込・問合せ先  TEL.23-8855  FAX.26-1216

　夏季の一時的な運転資金が必要なときにご利用く
ださい。
◆申込対象区域　射水市内の中小企業
◆融資限度額　500万円
◆融資利率　1.80％
◆申込期間　７月31日（月）まで
◆返済期間　平成29年10月31日（火）
　　　　　　詳しくは、射水市商工企業立地課まで
　　　　　　☎（0766）51－6675

　夏の夜、“日本のベニス”と言われる美しい「内
川」を光で彩るイベントです。川面に吹く涼風を受
けながら、幻想的な雰囲気の内川を散策してみては
いかがでしょうか。

＊開催日＊
平成29年７月29日（土）～30日（日）

＊開催場所＊
新湊内川べり一円（川の駅新湊周辺）

★青年部ではどんどん焼、内川ベニス焼を販売しま
す。子供縁日（ヨーヨー釣り、わなげ等）もある
よ！30日にはガラポン抽選会もあります！

★30日（日）には第53回富山新港花火大会が海王丸
パークにて開催されます。約2,000発の花火が海王
丸と新湊大橋をバックに咲き誇ります。
　本所女性会もこんにゃく田楽を販売！毎年売り切
れる人気商品を是非ご賞味ください。

★７月28日（金）～８月６日（日）には新湊地域全域
でワン・ツーコイン笑店街も実施中！詳しくは７月
23日朝刊の折込をご覧ください。

射水市中小企業《短期季節資金》融資

内川十楽の市・夏の夜の彩り

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

１.７０％
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

日本政策金融公庫
定例相談会

（平成29年７月１日現在）

◎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

７月 18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

７月 27日（木）
13 : 00～15 : 00

金 融 関 係



7CCI いみず　第 718 号

インフォメーション

個人情報保護法が改正されました（平成29年５月30日施行）

◆そもそも個人情報保護法とは
　個人の権利利益の保護が目的。
　個人情報を取扱う事業者の取得・利用・提供等その一切の行為について遵守すべき義務及び行政の監
視・監督権限を定めること等により、個人情報の有用性とのバランスを図りつつ、個人情報の適正な取
扱いを確保するもの。

◆個人情報保護法の改正について
　背景　
　情報通信技術の進展により、膨大なパーソナルデータが収集・分析される、ビッグデータ時代が到来。
他方、個人情報として取り扱うべき範囲の曖昧さ（グレーゾーン）のために、企業は利活用を躊躇。
また、いわゆる名簿屋問題により、個人情報の取り扱いについて一般国民の懸念も増大。
　対応　
　個人情報の定義を明確化することによりグレーゾーンを解決し、また、誰の情報か分からないように
加工された「匿名加工情報」について、企業の自由な利活用を認めることにより経済を活性化。他方、
いわゆる名簿屋問題対策として、必要に応じて個人情報の流通経路を辿ることができるようにし、また、
不正に個人情報を提供した場合の罰則を設け、不正な個人情報の流通を抑止。

◆改正個人情報　改正概要
①個人情報の定義の明確化
　・個人情報の定義の明確化
　・要配慮個人情報
②適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保
　・匿名加工情報
　・個人情報保護指針
③個人情報の保護を強化
　・トレーサビリティの確保
　（※トレーサビリティ…物の流通経路が生産段階から最終消費や廃棄段階まで追跡可能な状態のこと）
　・データベース提供罪
④個人情報保護委員会の新設及びその権限
　・個人情報保護委員会
⑤個人情報の取扱いのグローバル化
　・国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供
　・外国事業者への第三者提供
⑥その他改正事項
　・オプトアウト規程の厳格化
　（※オプトアウト…個人情報の第三者提供に関して、本人の求めに応じて停止すること）
　・利用目的の制限の緩和
　・小規模取扱事業者への対応

◎それぞれの項目についての詳しい内容は『個人情報保護委員会ＨＰ』
（https://www.ppc.go.jp/）のうち、『個人情報保護法について』
（https://www.ppc.go.jp/personalinfo/）をご参照ください。

個人情報保護法について
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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
　『ワン・ツーコイン笑店街』のチラシの打合せに来ました。
★『ワン・ツーコイン笑店街』の取材に際し、感じた事など教えてください
　取材では今回の企画『笑店街』の新規参加店を中心に、商品やお店についていろいろなお話を伺いました。
『笑店街』向けの商品に限らず、どこのお店もこだわりがあり、また、大衆向けの商品に加えて、一人のお
客さんに対してのみ用意している商品を扱う店舗が多いことに驚きました。地域に根付いて、人同士の距離
が近い商店に、大型店にはない魅力を感じました。

ワン・ツーコイン笑店街の
チラシの打合せに来ました！

インタビューを終えて
　株式会社ワールドリー・デザインの事務所は内川散策観光客専用駐車場のすぐそばにあり、ご近所の皆さ
んが気さくに声を掛けて下さるのがとても嬉しいと高木さん。
　『笑店街』のチラシ作成についても、まとめ切れないほどのお話を聞き、嬉しい悲鳴を上げておられました。
高木さんの力作間違いなしのチラシ、７月 23日の朝刊折込みに是非ご注目下さい。

ワン・ツーコイン笑店街とは？
　市街地を活性化するには、まずそれぞれの地区の商店街や個店にやる気と元気を取り戻してもらう必要が
あります。本所では、商店街や個店の活性化を支援し、地域の機運醸成や士気の向上を目的に、平成27年
度より同事業を実施しています。
　３年目となる今年度は、各店舗から提供される商品やサービスの幅を広げる為、100円か500円の商品・
サービスの提供に限られていた『ワンコイン笑店街』から、1,000円のものも提供できる『ワン・ツーコイ
ン笑店街』へと進化させ、ワンコインでは参加できなかった店舗も増え、対象店舗が昨年の28店舗から40
店舗になりました。

　今回は、本所事業『ワン・ツーコイン笑店街』の取材やチラシの作成を
担当する会員事業所、株式会社ワールドリー・デザインのスタッフでせけ
んデザイナーの高木 真依子さんにお話を伺いました。

　また、チラシ（７月23日の朝刊をご覧下さい）には応募券も付いてお
り、買物をする毎に各店舗で押してもらえるスタンプを３店舗分集めると、
豪華商品が抽選で当たるかも!?
　実施店舗には左記のロゴが掲げられていますので、是非お立ち寄りくだ
さい！

詳しくは射水商工会議所☎84-5110まで

今年度今まで




