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来年度事業を協議する

◀不動産賃貸部会、
　専門技術部会 合同部会

新湊曳山まつり
市民プロジェクト
 「全体会議」▶
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先月の事業　Pick Up

　新湊青色申告会が射水苑・ことぶき苑へ慰問を行
い、鉢花を贈りました。
　この慰問は新湊青色申告会が身近な福祉事業とし
て、「税を考える週間」（毎年11月11日〜17日まで
の期間実施）に合わせて平成
13年より毎年開催しています。
　寄贈された鉢花に囲まれ、
入居者の方は嬉しそうに微笑
んでいらっしゃいました。

　第一イン新湊において射水圏政経懇
話会全体例会が開催されました。（会
員約60名が参加）人口知能（ＡＩ）や
先端ＩＴで私達の世界はどうなるの
か？〜身近に既にある人口知能やＩＯ
Ｔから先端ＩＴ事業のお話〜と題して、
日本マネジメント総合研究所ＬＬＣ　
理事長　戸村智憲氏にＡＩやＩＯＴを

活用したビジネスの将来像や日常の変化について、またＡＩに取って代わられる職業やＡＩを
活用する人材などご講演頂きました。
　講演会終了後、会員懇親会を開催し、会員相互の交流を深めました。
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新湊青色申告会「税を考える
週間事業」福祉施設への慰問

射水圏政経懇話会
全体例会

　本所不動産賃貸部会、専門技術部会に
よる合同部会を開催しました。不動産賃
貸部会が例年３回行っている『空き家・
不動産無料相談会』について、不動産賃
貸部会だけでは担えない相談が多々ある
ため、専門技術部会の方々と協力し、ワ
ンストップで市民の皆様の不安を解消す
る相談会を計画するものです。
　会議の中で、来年度の相談会は４、５、６月に開催し、予約制とし、専門技術部会の方々に
もご協力頂くこととなりました。詳細については最終ページをご覧下さい。また、来年３月号
に本紙に折込み予定です。是非、ご覧下さい。

16
11 不動産賃貸部会、専門

技術部会 合同部会



3CCI いみず　第 723 号

青年部だより
　　 千曲観光ＰＲ事業

第36回「森将軍塚まつり」に出店

先月の事業　Pick Up

　米田リーダーより、「今年の新湊曳山祭りは、映画人生の約束の
ワンシーンのような場面を一目観ようと大勢の観光客で賑わった。
当プロジェクトでは、地域をあげて受入環境の整備に取り組み、射
水市の魅力をより多くの人々に知ってもらうことができた。ご協力
を頂いた団体や企業、市民の皆様方に感謝したい。」と挨拶。
　来年の祭りに向け、更なる受入環境の整備を強化するため、今年の当事業の検証と課題を共有し、意
見交換を行いました。交流人口の増加による地域活性化を目的に、「また来たい」と思ってもらえるよ
う来年も地域で取り組むことを合意し会議を終えました。

　射水市産業振興研究会第３回ワーキンググループを開催しました。
射水市産業振興研究会ワーキンググループは、産業界と射水市が連
携し、射水市の産業振興に向けた具体策を立案することを目的とし
ています。

　今回のワーキンググループでは、第１回目で協議した射水市の将来ビジョンをもとに、その将来ビ
ジョンを実現するための産業振興策を検討しました。観光に関する施策や、地域内再投資を促す施策な
ど、各グループから様々な施策が提案されました。
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新湊曳山まつり市民プロジェクト
第３回全体会議を開催

射水市の産業振興に向けた施策を
検討

　姉妹提携を結んでいる長野県千曲市の「森将軍塚まつり」
において、毎年恒例のカニ鍋の販売を行いました。当日は天
候に恵まれ、多くの人で賑わう会場内で、千曲市民の皆さま
に射水の旬の味を楽しんでいただき射水をＰＲしました。
　ステージイベントでは射水市を知ってもらおうと、射水市
に関するクイズを行い、特産物をプレゼントしました。射水
の観光ＰＲに貢献しました。

＜会議所＞主 な 今 後 の 動 き
12/9 土 本所青年部家族クリスマス例会

12/13 水
正副会頭と常議員、部会長との懇親会

12/9、10 土日 共済加入事業所優待バスツアー 本所青年部理事会
12/10 日 珠算・暗算能力検定試験

12/19 火

知事と中小企業との対話

12/12 火 講演会「行動が早い人になるため
の段取り術」

小規模事業者経営改善資金審査会
金融保険部会　金融と保険に関す
る出前授業

12/13 水
正副会頭会議
常議員会、公開教養講座 12/20 水 本所青年部委員長連絡会議
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　今年度改正の申出があった3件の特定最低賃金が改正され、次のとおり時間額が引き上げられます。

　当該特定最低賃金が適用される労働者には、効力発生日以降、引上げ後の時間額以上の賃金を支払
う必要がありますのでご留意願います。

特定（産業別）最低賃金が改正されます

インフォメーション

最低賃金の件名 時 間 額 効力発生日

富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用 
機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工 
具、ロボット、自動車・同附属品製造業最低賃金

現行846円→

864円（＋18円）
平29.12.17（日）

富山県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械 
器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

現行786円→

800円（＋14円）
平29.12.22（金）

富山県百貨店，総合スーパー最低賃金
　現行810円→

820円（＋10円）
平29.12.06（水）
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事務局 年末年始
休業のお知らせ

ホームページ掲載サンプル

インフォメーション

平成30年 1月18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）

ホテルニューオータニ高岡
　　　　　　　　　　4F 鳳凰西
｢2018年の政治経済情勢を読む｣

㈱双日総合研究所
 チーフエコノミスト　吉崎　達彦 氏

新春時局講演会
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

「会員企業紹介」ページとは？

掲載のメリット

問合せ先

　本所サイト内にある、会員の皆様の事業を紹
介するページです。

・会員特典なので掲載料等は一切かかりません。
・自由な文章で事業を紹介できます。
・写真は２枚まで掲載できます。
・すでにＨＰをお持ちの方もＵＲＬを紹介でき

ます。
・会議所は公の機関なので、掲載されている情

報、内容は確かであると伝えることができま
す。

※説明文には、検索で
ヒットさせたい“キー
ワード”を入れると効
果的です。

射水商工会議所　（0766）84−5110　担当：東

◆日時
　平成30年１月11日（木）
　新春講演会
　　17：00～18：00
◆会場
　第一イン新湊　２階
◆演題
 「富山新港の歩み」（仮題）

　～富山新港開港50周年を迎えるにあたって～
◆講師
　元射水市長　分家静男氏
◆参加費
　無料
◆申込・問い合わせ
　射水商工会議所　ＴＥＬ（0766）84−5110

本所ＨＰ企業紹介ページ
掲載企業募集

新春講演会参加者募集　　　

12月29日（金）～1月3日（水）の年末
年始の期間、閉館いたします。
１月4日（木）より、通常通り開館、
業務を行います。

地元消費で、
街を元気にしよう！
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。

楽しいお買い物は地元の商店で

店名
代表者名
所在地
事業内容
電話
ＦＡＸ
営業時間
ＵＲＬ

説明文

写真

写真
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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下さい
　不動産賃貸・専門技術合同部会の会議に出席するために来ました。
★今回協議された空き家・不動産無料相談会とは？
　これまで 12回実施した空き家・不動産無料相談会において税務や
法律の知識が必要なケースも多々ありました。
　次回より不動産の専門家のほかに、税務や法律の専門家も交えた合同相談会となるので、より
幅広い要望にお答えできる相談会になります。

インタビューを終えて
　「お客様に安心感を持って相談に来てもらいたい」とさわやかな笑顔で話す河尻代表。店内には
お洒落な観葉植物が沢山飾られ、とても相談しやすい雰囲気でした。
　空き家・不動産無料相談会は地域の皆様に安心を提供したいという思いで行っています。
　空き家や不動産でお悩みの方は是非お申込み下さい。

　平成26年より、毎年春に、本所不動産賃貸部会部会員の方々が相談員となり、市民の方々の空
き家や不動産についての相談会を実施しています。毎回多数の方々が相談に来られ、大変好評を
得ております。
　来年度は本所不動産賃貸部会と専門技術部会が協力し、ワンストップで相談の受付が出来るよ
うになります。
　是非お気軽にご参加ください。

《告知》
日　時：平成30年４月、５月、６月
相談料：無料
場　所：射水商工会議所
対　象：地域住民の方々
※要申込み。申込みの際に、大まかなご相談内容を申し受けます。
受付開始は、平成30年３月より受付いたします。

◆お問合せ先は◆射水商工会議所☎84－5110　担当：見﨑・東

空き家・不動産無料相談会とは？

インフォメーション

　今回は株式会社新栄地所　代表取締役　河尻　俊ニさんにお話をお伺い
しました。
　同社は射水市・高岡市を中心に宅地分譲販売・不動産売買・不動
産仲介・賃貸等と幅広く事業されています。

部会の会議に来ました

株式会社 新栄地所
射水市小島581－1

☎51-7200




