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10 市への提言・要望を提出
本所では、射水市の更なる発展のため、各部
会やプロジェクトリーダー会議を開催し、意見
集約をおこない、『平成30年度射水市に対する
提言・要望書』を取りまとめ、「射水市との懇
談会」において、牧田会頭より夏野市長へ手渡
されました。射水市の産業振興・観光振興・ま
ちづくりに対する政策提言・要望の内容は以下
の通りです。

産業振興
１．地域中小・小規模企業の活力強化と事業の持続化支援について
（１）射水市融資制度の拡充について【製造・金融保険部会】
（２）小口零細企業保証制度の上限引き上げについて【金融保険部会】
（３）商店街等出店補助金の限度額引上げについて【事業関連部会】
（４）「ワン・ツーコイン笑店街」事業への助成について【卸小売部会】
（５）射水市融資制度の事務効率化について【金融保険部会】
（６）人材確保に向けた総合的な支援策の実施について【建設・製造・運輸通信】
（７）創業・事業の承継への支援について【生活関連部会】
（８）地元企業への優先発注等、地元企業の持続的経営に向けた各種施策の実施について
【建設・製造・運輸通信・卸小売・専門技術部会】
（９）官公需施策に関する地元企業請負状況の調査・分析・公表について【建設・製造部会】
（10）地域を支える建設業への支援育成について【建設部会】
（11）燃料サーチャージ導入に対する支援について【運輸通信部会】
２．地場産業の振興と育成について
（１）公共建築物等の木造化、内装の木質化の推進について【建設部会】
（２）富山新港の利用促進に向けた施策の実施について【製造・運輸通信部会】
（３）富山新港周辺への企業誘致の推進について【製造部会】
３．中小・小規模企業の支援対策について
（１）射水市中小・小規模企業振興基本条例（仮称）の制定について【建設・製造・連携協議Ｐ】
（２）射水商工会議所に対する支援について【継続】
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主な今後の動き
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射水市産業振興研究会
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観光振興
１．観光客誘致の取り組みと、産業振興策の実施について
（１）集客力のある情報発信・観光ルートの選定と内川の魅力ＰＲ、映画ロケ地並びに各種イベントの
誘致活動の推進に向けた支援について【運輸通信・卸小売・事業関連部会】
（２）県のアンテナショップを活用した観光ＰＲ事業の実施について（射水の日の開催）【卸小売部会】
（３）官民一体となった北陸新幹線停車駅からの２次交通の整備について【運輸通信・卸小売・宿泊飲食・
生活関連部会】
（４）北陸新幹線の金沢以西の早期建設について【製造部会】
２．射水ベイエリア・内川を中心とした観光開発について
（１）宿泊施設の誘致及び支援の充実について【宿泊飲食部会】
（２）「しんみなと歴史ヒストリア」の製作への助成について【魅力発信Ｐ】
（３）市内有料駐車場の整備について【宿泊飲食部会】
（４）「食彩しんみなと」事業への助成について【宿泊飲食部会】
（５）射水ベイエリア東地区の海洋交流拠点に向けた整備について【建設・事業関連部会】
３．祭礼における曳山・獅子舞の維持保存のための支援拡大について【事業関連部会】
４．交流事業の推進について
（１）千曲市との交流促進について【事業関連部会】
（２）環日本海国際交流の推進と支援について【継続】

まちづくり
１．交流・定住人口の拡大に向けた施策の実施について
（１）射水市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進について【運輸通信・事業関連部会】
（２）定住、交流人口増につながる施策の実施について【金融保険・不動産賃貸・生活関連部会】
（３）行政、専門家と連携した定期不動産相談会の事業化について【不動産賃貸・専門技術部会】
２．交通網の整備について
（１）新庄川橋の架け替えについて【建設・専門技術部会】
（２）県道能町姫野線等の延伸について【製造・専門技術部会】
（３）七美四方荒屋間の県道新設について【製造・専門技術部会】
（４）富山県湾岸諸都市を結ぶ道路（朝日―射水―氷見）の建設促進について【製造・専門技術部会】
（５）能越自動車道全区間の国の一元管理と利用者の利便性向上について【運輸通信部会】
３．防災対策事業について【建設部会】
４．公共施設等跡地の整備について
（１）旧射水市新湊庁舎跡地の利活用について【会館検討委員会】
（２）旧漁港（西漁港）の整備について【事業関連部会】
５．少子高齢化に向けた施策の推進について
（１）病気・介護の予防に向けた施策の推進について【医療福祉部会】
（２）新庁舎内における総合相談窓口の設置と地域包括支援センターの周知徹底について【医療福祉部会】
（３）看護師不足を解消するための射水市内の病院等への就職を条件とした奨学金制度の創設について
【医療福祉部会】
（４）市内中学校での「フッ素洗口」の実施について【医療福祉部会】
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12 2017年会員大会開催

永年会員表彰
事業所名
五十嵐工務店
伊勢領製作所㈱
エトワールまっちゃん
㈱オート・ステージ
理容 かじたに
加藤板金店
㈲小林有機
塩谷土地家屋調査士事務所
塩谷記章
新港ビル㈱
新湊海産
㈲新和製作所
杉田住設
竹島運送㈱
立野薬店
釣建築
びゅうていさろん かわい
姫妃輸送㈱
㈲ブリーズ髪風
㈱北陸製版センター
㈱四方海事

第一イン新湊において、射水市長、竹内議長他、多数のご
来賓をお迎えし、2017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21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
業所へ感謝状を授与しました。更に、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35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。
第二部には、読売新聞グループ本社・読売新聞
受賞者名
東京本社 代表取締役会長 白石興二郎氏（新湊
五十嵐 隆
出身）をお迎えし、「揺らぎ始めたアベノミク
下保
隆
ス」と題してご講演頂きました。講演会では、衆
松浦 正明
議院選挙を控えた国政状況や、北朝鮮問題等に揺
山田真知子
れる国際情勢についてお話いただきました。
梶谷 哲男
加藤 治彦
優良従業員表彰被表彰者勤続20年
小林
弘
塩谷 信泰
事業所名
受賞者名
塩谷 功一
㈱アプト・シンコー
岩木 宏文
河
俊郎
㈱アプト・シンコー
野手 和明
二俣 勝義
㈱アプト・シンコー
宮田 佳昌
三箇
将
和泉産業㈱
寺沢 洋之
杉田 雅夫
黒谷㈱
杉本
護
竹島 礼二
黒谷㈱
森
達見
立野 富子
東洋ガスメーター㈱
中島さゆり
釣
明
東洋ガスメーター㈱
森
容子
川井 雅代
㈱牧田組
小林 壮嘉
姫野 正喜
㈲山本建材
吉江 正寿
沖野
博
㈲山本建材
細木
実
中村 剛靖
㈱山本建成工業
田村 春季
四方 正治
㈱山本建成工業
松岡 亮介

共済制度普及優良事業所表彰
事業所名
㈲米田鉄工所

受賞者名
荒谷 明弘

優良従業員表彰被表彰者勤続30年
事業所名
㈲木谷綜合学園
㈲木谷綜合学園
㈱TAN-EI-SYA
㈱TAN-EI-SYA
㈱TAN-EI-SYA
㈱TAN-EI-SYA
㈱TAN-EI-SYA
㈱寺島研磨工業
日本高周波鋼業㈱富山製造所
4
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受賞者名
前川 礼子
本吉 英美
辻口 宗宏
竹内
斉
中川 朋子
水越 良則
荻野 哲雄
藤岡 隆一
松丘
稔

優良従業員表彰被表彰者勤続10年
事業所名
㈱アイ・テック北陸支店
㈱アプト・シンコー
㈱アプト・シンコー
㈱アプト・シンコー
射水ケーブルネットワーク㈱
射水ケーブルネットワーク㈱
射水ケーブルネットワーク㈱
和泉産業㈱
エムアールテクノサービス㈱
エムアールテクノサービス㈱
㈱倉谷アルミ工作所
㈱倉谷アルミ工作所
北陸ポートサービス㈱

受賞者名
長谷川浩子
佐賀美由紀
高谷 和弘
坂口 憲昭
野上 三貴
鷲津 慶二
杉坂 澄子
端崎 重男
原田
勇
河上 雅秋
河野 文利
野嶋
誠
市川 昌尚
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曳山まつりを堪能

本所と友好商工会議所の滝沢千曲商工会議所会頭、県内各商工会議所
会頭様他を新湊曳山まつりにご招待し、新湊曳山まつりを堪能いただき
ました。
旧新湊庁舎跡地において、13本の曳山を観覧していただき、迫力のあ
る勇姿に感動の様子でした。その後懇親会を開催し交流を深めました。

10

22 健康無料相談会

本所医療福祉部会により、新湊カニかに海鮮白えびまつり会場にて、浅
山外科胃腸科医院の浅山 央氏をお呼びし、来場者を対象に「健康相談
会」を実施いたしました。台風21号の接近に伴う天候悪化により、例年と
比較し約半数程度の受診となりましたが、今年度より開始した、全国健康
保険協会による骨年齢測定には、多くの来場者の方が関心を寄せました。

10

31 射水市のチャレンジ企業に学ぶ

本所会議室において、第１２回創造企業報告会を開催しました。創造企業
報告会は射水市の優れた企業経営者から経営姿勢や経営戦略をお聞きし、ア
ドバイザーから自社への置き換え作業をしてもらうことで、自社の経営力向
上、経営改善に繋げることを目的としています。
第12回目となる今回は、株式会社寺島研磨工業（射水市津幡江／寺島実
社長）をお迎えしました。寺島社長は自社の海外展開までの経緯や、品質ファーストの経営方針、経営者としての
「勘」「経験」「度胸」の重要性について話しました。寺島社長の講演を踏まえ、アドバイザーの富山大学経済学
部 内田康郎教授は「経営者としての戦略構想能力『ダイナミック・ケイパビリティ』が重要だ」と話しました。

■中小企業景況状況■
射水商工会議所管内（新湊地区）における中小企業の
景気動向を定期的に把握し、情報の提供並びに射水商工
会議所が行う経営支援の基礎資料に資するため、四半期
毎に定点観測を実施する。今年度の第2回目として、平成
29年7～9月期実績および平成29年10～12月期見通しを対
象期間として調査した。
《回答企業及び回答率》製造業、建設業、小売業、サー
ビス業、卸売業 各10企業、回答率100％

※本調査でのD.Iとは、ディフュージョン・インデックス（景気
動向指数）の略で、各調査項目について、前年同期比および前期
（四半期前）と比較して増加（上昇・好転）企業割合と減少（低
化・悪化）企業割合の差を示すものである。

《主要景況項目》
○産業全体
・業況判断D.Iは、前年同期比△10.2ポイント、前期比△
13.0と悪化している。来期は△11.6ポイントで、悪化の
見通しである。
・売上額D.Iは、前年同期比△4.0ポイント、前期比△18.0
で減少している。
・採算（経常利益）D.Iは、前年同期比△10.2ポイント悪
化している。今期の業況水準では赤字企業が黒字企業
を2ポイント上回っている。

・従業員（含臨時・パート）D.Iは△16.7ポイントと従業
員が不足している企業の割合が大きくなっている。
○産業別
・サービス業は、前期と比べ、売上額は大きく減少し、
業況D.Iは△30.0と悪化している。来期の業況も悪化の
見通しである。
・建設業の業況は、前期と同様であるが、来期の業況D.I
は11.1ポイントで好転の見通しとなっている。従業員
D.Iは△50.0ポイントで深刻な人手不足といえる。
・卸売業は、前期と比べ、売上額が減少し、業況は悪化
した。来期の業況は、今期と同様の水準となる見通し
である。
・製造業は、前期と比べ、加工単価は上昇したものの、
売上数量が減少し、売上額D.Iは△10.0、業況D.Iも△
22.2ポイントとなっている。来期は悪化の見通しである。
・小売業は、前期と比べ、客単価・客数共に減少し、売
上額D.Iは△20.0ポイントとなっている。前期と比べ、
今期の業況D.Iは12.5ポイントであったが、来期は、悪
化の見通しである。
詳細は射水商工会議所ホームページ
http://imizucci.jp/pg/archives/1041を
ご覧下さい。
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青年部だより

平成29年度臨時総会を開催
10月5日（木）射水商工会議所会議室にて平成29年度臨時総会が開催され、平成30年度会長
予定者に前川博和氏（前川建築板金代表・射水市作道）が選任されました。前川氏は「来年
度射水商工会議所青年部は40周年を迎える。周年事業に力を注ぐとともに射水商工会議所青
年部の活動がより周知されるような活動もしていきたい」と強い決意を述べられました。

女性会だより

第49回全国商工会議所女性会連合会北海道大会に参加
10月５日（木）～７日（土）全国商工会議所女性会連合会北海道総会が開催さ
れ、全国から約2,700名（射水女性会より10名）が参加しました。
藤沢全商女連会長、日商三村会頭他挨拶、児島経済産業省北海道経済産業局
長、高橋道知事他の祝辞後、各表彰の授与が行われ、㈱ニトリホールディング
ス 代表取締役会長兼ＣＥＯ、札幌商工会議所副会頭 似鳥氏の講演会が行な
われました。

第33回観月会開催
10月19日（木）第一イン新湊において、富山県商工会議所女性会連合会
主催、当女性会が幹事となり第33回観月会を開催しました。この観月会は
持ちまわりで開催され８年ぶりに射水市において開催しました。
当日は、夏野射水市長、竹内射水市議会議長、牧田射水商工会議所会頭
他多数の来賓をお迎えし、総勢128名が交流を深めました。
オープニングに当女性会顧問：能登光恵さんと会員：土屋美智子さんに
より「宝扇」が披露され、近藤県連会長、笹谷射水会長の挨拶後、来賓の挨拶を夏野市長、牧田会頭より頂き、竹
内議長の乾杯の発声により懇親会に入りました。アトラクションに古新町曳山囃子方による曳山囃子、釣巴留香さ
んによるフラフト・トラヴェルソ演奏を楽しみ、米田副会長の閉会の挨拶後観月会を閉じました。

車椅子を贈呈
10月31日（火）社会福祉法人 射水福祉会 いみず苑を訪問し、７月30日に海王
丸パークで開催された、富山新港新湊まつり花火会場において販売した、当女性会
員手作り味噌田楽（こんにゃく）の収益で購入した「車椅子２台」を贈呈しました。
この事業は今年で22回目、女性会活動の一環で地域社会の発展に寄与するために
実施しています。

祝

受賞おめでとうございます

市に功労があった方を表彰する『技能勤労者・
農林水産業功労者表彰』が行われ、本所会員から
は右の方々が受賞されました。

射水市技能勤労者表彰 （敬称略）

電気工事職 本郷 正美（八幡屋電機）
はり、きゅう、あんま職 大谷 博之（大谷療院）

人事異動のお知らせ
新規採用 （平成 29 年 10 月 1 日付）
総務課

主事

東

葉子

射水商工会議所に採用頂き、大変嬉しく思っています。
早く業務になれて、所内や地域の皆様に貢献できるよう努めていきます。
宜しくお願いします。
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相談無

料

・秘密
厳守
「事業承継」出張相談会の開催
事業承継・事業引継ぎ相談は公的支援機関へ

金 融 関 係

主な公的融資制度の利率
資

（平成29年11月１日現在）
名
利率（年）

金

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

１.１１％
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

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
11 月 21 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
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 22 日（水）
13 : 00～15 : 00

◎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。

新春時局講演会
時

平成30年 1月18日（木）14：00～15：30

場

所

ホテルニューオータニ高岡

4F 鳳凰西中

演

題

｢2018年の政治経済情勢を読む｣

講

師

㈱双日総合研究所

入場料

チーフエコノミスト

吉崎

達彦 氏

無料（事前に必ず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

11月は
『労働保険適用促進強化期間』です
労働者を一人でも雇用している場合は、事業主や労働者
の意思に関係なく、必ず労働保険に加入しなければなりま
せん。まだ労働保険に加入されていない事業主におかれま
しては早急に手続きをされますようお願いいたします。
問合せ先：ハローワーク高岡 雇用保険適用課
0766-21-1515

平成30年度射水市納税通知用封筒の
掲載広告を募集します！
射水市納税通知用封筒掲載の広告を募集します。多くの
市民の皆様へお届けする封筒になりますので、ぜひ企業
PRの一環としてご活用ください！
◆募集枠数 １枠 ◆掲載料 83,000円以上
◆広告媒体 納税通知用封筒 83,000枚
◆広告規格 封筒の裏面（8㎝×14.5㎝）
単色刷り
◆募集期間 平成29年11月6日（月）
～平成29年12月6日（水）
◆募集要領 詳細は市ホームページにてご確認ください。
◆申込
市ホームページから申込用紙をダウンロード
し郵送もしくはご持参ください。
問合せ先：射水市課税課市民税係

日



「後継者がいない」「事業の引継ぎに不安がある」中小企
業・小規模事業者の皆さまのご相談を事業承継・事業引継
ぎに関する専門家がお受けします。
・日 時／平成29年11月21日（火）午前10時～午後４時
・場 所／射水商工会議所 １階相談室
・事前申込先／富山県事業引継ぎ支援センター
（富山県新世紀産業機構内）
（※当日受付可）
☎076-444-5605 Fax076-444-5646
E-mail：hikitsugi＠tonio.or.jp
／射水商工会議所 経営支援課
☎84-5110 Fax84-5245

高岡法人会

TEL.23-8855 FAX.26-1216

TEL 0766-51-6618

「とやま健康企業宣言」の募集について
▼概要 事業主の皆さまに、企業全体で従業員の健康づく
りに取り組むことを宣言していただき、その取り組みを
協会けんぽ富山支部がサポートさせていただきます。
▼取り組みのメリット
・求人票にとやま健康企業宣言事業所であることを記載す
ることができます。（富山労働局了承済）
・国が認定する健康経営優良法人に申請
することができます。
▼応募方法などのお問い合わせ先
協会けんぽ富山支部
ＴＥＬ ０７６-４３１-６１５６
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生命共済配当金について
多くの会員の皆様にご加入頂いております生命共済の
平成29年度分配当金が下記の通りお支払いできることと
なりました。当共済の収支につきましては1年毎に精算し、

今期は平成28年9月～平成29年8月まで継続契約いただい
た保険料に関する分となっております。ご加入の皆様には、
保険料振替口座に振り込みさせていただく予定ですのでよ
ろしくお取り計らいの程お願い申し上げます。
◎配当金は、保険料１円当たり29.4872％となりました。
（平成29年度実績）

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。
今回は、今年９月に開業されたパン屋さん、Pain du R（パンドアー
ル）店長 峯 亮平さんにお話を伺いました。お店に並んだパンはオープ
ンから連日売り切れる人気振りです。

★来所の目的を教えてください

射水市創業支援事業補助金申請の相談に来ました。

★補助金の申請に至った経緯を教えてください

創業を決めた時から、射水商工会議所の職員の方にいろいろと相
談させていただきました。その中でも創業支援補助金については自
分では把握していない情報だったので、助かったとともに、
申請に関しても手伝ってもらっています。

創業支援補助金申請の
相談に来ました

Pain du R（パンドアール）
射水市東明七軒８－８
☎75-3456

インタビューを終えて
お店のロゴを焼印した食パンはもちもちでしっとりしており、開店１時間で売り切れるほどの
人気ぶりです。旬の食材を取り入れたパンもあり、冬に向けてはシチューパンを試作中とのこと。
一つひとつ丁寧に作りこまれたパンを、是非一度ご賞味ください。
本所では会員の皆さまの必要に応じた情報をご提供しております。是非お気軽にお問合せ下さい。

今月のイチオシ

射 水市創 業 支 援 事 業 補 助 金 と は ？
市内で新たに創業する個人又は創業して間もない中小企業者に対し、事業に対する経費の一部を補助する
ことにより、地域の活性化及び雇用の確保を図ります。
◎補助対象者：下記の条件を満たす個人又は中小企業者
⑴ 補助金の申請年度内に創業を行う者又は創業の日から２年を経過しない者
⑵「※特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」を有する者
⑶ 創業前の者又は個人事業者の場合は、申請日において市内に住民登録がある者。法人の場合は、市内
に本店所在地とした法人登記が行われている者
※「特定創業支援事業」とは、市区町村又は認定連携創業支援事業者が創業支援事業計画に基づき創業希望
者等に行う継続的な支援であり、経営、財務、人材育成、販路拡大の知識が全て身につく事業のことです。
この事業を受講し、市区町村に申請することにより、「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明
書」を取得することができます。
→この事業は射水商工会議所でも行っております。詳しい内容については、射水商工会議所経営支援課ま
でお問合せ下さい。
◇その他補助対象経費等詳しい内容は射水市ホームページ
◎補助率：１／２以内
（http://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=21507）
または射水商工会議所経営支援課☎84－5110まで
◎補助限度額：50万円
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