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射水市中小企業・小規模企業振興基本条例が
制定されました

〈1号議員〉令和元年5月13日付

  株式会社富山第一銀行　新湊支店   
  支店長　水野 伸之助 氏

（前任）山本 博則 氏

議員
の
異動

本所では、平成24年より、中小企業小規模企業の振興ひいては地域社会の発展を目的に、地域経済を担
う中小・小規模企業及び関連団体、地域金融機関、研究機関、教育機関、大企業、市民の役割等を規定する
「中小企業等振興基本条例」の制定を、射水市へ要望してまいりました。この度、要望が実り、本年4月1
日より「射水市中小企業小規模企業振興基本条例」が施行されました。条例の概要は以下のとおりです。

（1）中小企業者等の経営の革新及び創業の促進
（2）中小企業者等の販路拡大の促進
（3）中小企業者等及び関係機関との連携、

中小企業者等相互の連携の促進
（4）人材育成及び雇用の安定の促進

中小企業等の振興施策の調査審議 各種施策の推進のための財政措置

（5）円滑な事業継承の促進
（6）地域資源の維持、

保全及び活用による地域経済の発展の促進
（7）労働環境、勤労者福祉の向上
（8）次代を担う若者の勤労観等の醸成

基本方針

中小企業・小規模企業振興会議 財政上の措置

関係団体等の役割

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇
◇

◇
◇

◇

◇
◇

射水市

教育機関等

中小企業に関する団体
及び地域金融機関

大企業者

中小企業者等

市民

総 合 的 な 施 策 の 策
定、実施
関係機関との連携、
小規模企業者への配慮
中小企業者等の受注
機会の確保

中小企業者等の経営
力向上及び改善に向
けた自主的な取組へ
の支援
中小企業者等との連
携、市の施策への協力

中小企業者等の経営
力向上及び改善に向
けた自主的な取組へ
の支援
中小企業者等との連
携、市の施策への協力

中小企業等の製品や
サービスの活用
中小企業者等との連
携、市の施策への協力

自主的な取組による経営力の向上及
び改善
後継者の育成、円滑な事業継承
人材の育成、雇用の安定、多様な働
き方の確保など労働環境の整備
市内物品又はサービスの活用
関係者及び関係機関との連携、市の
施策への協力
活力ある地域社会の形成に寄与

中小企業等の振興への理解と協力
消費者として、市内中小企業等の製
品やサービスを利用

中小企業・小規模企業の振興

射水市中小企業・小規模企業振興基本条例（2019年4月施行）
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5/21

先月の事業Pick Up

金融保険部会全体会議、部会員交流会

消費税軽減税率対策窓口相談等事業の一環として、今年10月から予
定されている消費税10%への引き上げに向け講演会を開催しました。

第一部ではキャッシュレス決済導入に備える3つのポイントと題
し、講師に大谷更生総合研究所合同会社代表社員の大谷 更生氏をお
招きしてご講演いただきました。講演では、日本におけるキャッシュ
レスの現状や決済方法等について学びました。また、第二部では、㈱
USENによるPOSレジ活用セミナーを実施しました。

金融保険部会全体会議が開催され、部会員6名が参加されました。
射水市への提言要望事項、高校生を対象とした金融と保険の校外授
業・金融機関見学、キャッシュレス決済セミナーの開催等について協
議されました。

小規模事業者の販路開拓等の取り組みや、業務効率化を支援する
「持続化補助金」の公募開始を受けて、経営計画作成セミナーを開催
しました。

第一部では、実際に採択を受けた事業者に事例を紹介していただき
ました。第二部では、中小企業診断士の中野 英一郎氏をお招きし、事
業計画の作成ポイント等について学びました。

第55回花火大会に向け、実行委員会が行われました。今年度の開催
は7月28日（日）と決定し、メッセージと共に尺玉を打ち上げる「メモリ
アル花火」、音楽に合わせさまざまなスターマインを打ち上げる「恋
花火」の他、昨年に引き続き展望広場特設の有料観覧席や新湊大橋か
らの「ナイアガラ花火」も実施します。

メモリアル花火、有料観覧席のお申し込みは富山新港花火大会実行
委員会事務局（0766−51−6676）まで！

5/16

5/16

5/21

消費税軽減税率対策セミナー（キャッシュレス決済の導入に向けて）

経営計画作成支援セミナー（小規模事業者持続化補助金の活用に向けて）

富山新港花火大会実行委員会
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先月の事業Pick Up

5/27

5/21

新湊青色申告会 第51回通常総会

消費税軽減税率制度説明会及び新湊商店連合会通常総会
10月からの消費税増税に向け、高岡税務署より新湊商店連合会の役

員を対象とした説明会がありました。その後、新湊商店連合会通常総
会が開催され、2018年度事業報告並びに収支決算報告承認の件、役員
改選の件、2019年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の件につい
てそれぞれ審議され、異議なく承認されました。

これからも本会は、「暮らしの広場」「まちの顔」として、商店街を
核とした地域の総合的な活性化を進め、まちづくりという視点に立ち、地域コミュニティーと一体となっ
た魅力ある商店街・商業集積づくりに積極的に取り組んでまいります。

5/22〜28 ～北米合同視察研修を実施～
サンフランシスコ・シリコンバレー・シアトルを訪問

新湊青色申告会 第51回通常総会を開催しました。会員14名が出席
し、平成30年度事業報告並びに収支決算、令和元年度事業計画並びに
収支予算が承認されました。門嶋会長は、消費税の改正等に対応した
記帳、「e−tax」への対応などの向上を図りたいと強調されました。

5泊7日の日程にて射水・氷見商工会議所米国合同視察研修を実施しまし
た。氷見商工会議所より寺下会頭他6名、射水商工会議所より牧田会頭他5名
が参加しました。

2日目に訪問したシリコンバレーは、ハイテク関連の世界企業が数多く立地
し、世界中から優秀頭脳が参集、新しい技術が多く誕生する街で、この街に全

米のベンチャーキャピタルの5割が投資されています。ここでの成功が世界市場制覇につながると言われて
いる街において、アメリカと日本の企業のビジネスの橋渡しを行っている、B−Bridge桝本社長（南砺市出
身）より、シリコンバレーの現状等についてお話をお聞きし、Plug and Play等の会社訪問を行いました。

「多様性、スピード、失敗容認文化が成功企業を多く生み出す。日本は単一民族の“しがらみ”が強く、失敗
を容認しない。これでは、既存事業の大幅な成長は見込めない。新規事業領域を開拓するため、シリコンバ
レーに拠点を作り、シリコンバレーでの強固なネットワークの拡充に繋げてほしい」とお話しされました。

その他、サンフランシスコ領事館の表敬訪問、ワインの産地
で世界的にも有名な「KENZO ESTATE」ワイナリー、スタン
フォード大学の見学を行い、4日目にはシアトルに移動しアマゾン
GO、ボーイング社の工場見学等を行い帰路につきました。

今回の視察研修を通して、射水・氷見両商工会議所の議員相互
の絆がより強固なものになり、有意義な視察研修となりました。
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新きららか共済 
2019年9月1日スタート

［お問合せ先]射水商工会議所
〒943-0011 富山県射水市本町2-10-35
TEL 0766-84-5110

［取扱店]アクサ生命保険株式会社  北陸支社  高岡営業所
〒933-0912 高岡市丸の内 1-40 高岡商工ビル 3F
TEL 0766-26-0169

会議所

6/26
6/27

6/10
6/26

6/24

6/23

6/10
6/12

6/25

6/9

6/6

6/5

6/4

6/2

主な今後の動き
正副会頭会議

第152回簿記検定

いみず塾
「大人のための論語」

監事会

総務委員会

射水市青年3団体交流会

通常議員総会、懇親会

消費税軽減税率対策セミナー

常議員会

射水市商工協議会役員会・
全体会

珠算・暗算能力検定試験

第25期会頭候補者選考委員会

本所青年部理事会

小規模事業者経営改善資金審査会

（水）

（木）

（月）

（水）

（月）

（日）

（月）

（水）

（火）

（日）

（木）

（水）

（火）

（日）

今後、改選に関する日程等については、決まり次第、本誌上でお知らせします。
詳細につきましては本所総務課までお問い合わせください。（TEL.84−5110)

選挙人の資格は、次の2つの条件をすべて満たしていることが必要です。

商工会議所の議員選挙は、広く商工会議所の意見を反映させるために70名の議員を選出します。
議員の選出方法については、次の3つに区分されます。

・議員総会に出席して意見を述べることができます。
・議員総会の表決権を有し、重要案件を審議、表決します。

・業種を基本に11ある部会において、部会運営の中心的役割を担います。
・会議所が設置する委員会やプロジェクトに参画します。

本年は議員選挙
3 3 3 3

の年です
　令和元年10月31日をもって本所議員任期が満了し、改選となります。このため、今年の8月から10月
にかけて新議員の選出が行われます。議員制度や議員改選の概要についてお知らせします。

※左記の区分は、選任の方法が
異なるだけで議員としての権利
や義務には差はありません。

※会費の滞納（過年度分含む）
がある場合は、選挙権を行使で
きませんのでご注意ください。

（1）7月31日（水）（選挙日50日前）までに、会費または負担金を完納していること
（2）選挙権数（＝票数）

会費の負担口数（令和元年7月31日現在）に応じて投票できる票数が異なります。これを「選挙権数」と呼びます。

〈1号議員〉会員及び特定商工業者による投票で選ばれる議員です。
〈2号議員〉11部会ごとに各部会員から選任される議員です。
〈3号議員〉会頭が議員総会の同意を得て、会員から選任する議員です。

議員になるには

議員の選出方法は

議員活動とは

議員選挙のお知らせ
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■　主な公的融資制度の利率

金 融 関 係

■　日本政策金融公庫 定例相談会

◎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。

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 1.21%

普通貸付 1.16～2.9%

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

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 随時受付中

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

（2019年6月1日現在）

【相談会場】射水商工会議所1階相談室

公益社団法人 高岡法人会
公益社団法人 高岡法人会

税経セミナー

夏季における
職員の軽装夏

3 3 3

を実施します

本所では、地球温暖化防止及
び省エネ推進のため、上記の
期間、職員のクールビズを実
施します。期間中は、弱冷房
の 設 定 と 軽 装 （ ノ ー 上 着 、
ノーネクタイ）にて勤務させ
ていただきます。

クールビズ

■日時／

■場所／

■演題／

■講師／

対 象

持参いただくもの

令和元年6月20日（木）
14：00～15：30
高岡商工ビル
4階研修室
｢求人採用のコツと
  職場定着に向けた
  取組み｣
横浜リンケージ社労士
事務所代表
　特定社会保険労務士 
　蔵中 一浩 氏

源泉所得税納期の特例事業所
所得税源泉徴収簿、納付書 等
※印鑑は必要ありません。

7月1日（月）〜10日（水）

事前に必ず電話にて
申込みお願いします

〈申込･お問い合わせ先〉
公益社団法人 高岡法人会
TEL.23−8855  FAX.26−1216

入場
無料

インフォメーション Information

のお礼

　会員の皆様には、日頃より当会議所の運営につきまして
ご協力を賜り厚くお礼申し上げます｡
　令和元年度会費につきましては、5月31日（金）に指定口
座により振り替えさせていただきました事業所様、銀行よ
りお振込、本所窓口にて納入いただきました事業所様、厚
くお礼申し上げます。

会費口座振替納入

夏期の税務相談室を
開設します

5/13
9/30

（月）
（月）
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どこにでも取材に行きます。お気軽にお問い合わせ
ください。 〈TEL.84−5110／担当 宮垣 まで〉

掲載企業を募集しています

■　このコーナーでは、本所会員事業所の新しい取り組みを広くご紹介します。

水越　正之さん

㈱北陸エンジニアプラスチック

代表取締役

第３回目は4月よりクラウド
ファンティングを実施されている
㈱北陸エンジニアプラスチック
の代表取締役 水越 正之さん
にお話を伺いました。

こ
れ
か
ら
も

　
日
本
に
な
い
も
の
を

　
　
　
　
　
製
作
し
た
い

Member's Information
File. 3

近年、私たちの身近な海では、海洋プラスチックごみによる海洋汚染の問題が
深刻になっています。そこで弊社は、環境負荷を軽減できるセルロースナノファ
イバー混合プラスチック素材の開発を、昨年より積極的に推進しています。しか
しながら、現段階ではその素材は非常に高価かつ、開発費は膨大なものです。そ
こで、今年4月17日～7月10日までクラウドファンディングにより支援金を募って
おり、ただ今14名の方に支援していただいております。

弊社は、B to B（企業対企業間取引）を中心に、プラ
スチックの原料ペレットから様々な形のプラスチック
素材を製作・製造しています。中でも、丸棒と板状の
プラスチック素材が主力の製品です。これらを全国の
お客さまのご依頼に応じて加工・製造しております。
プラスチック製品は、我々の日常生活に必要不可欠で
ありながら、外国から輸入されるものが多く、日本国
内で素材の製造から加工まで行うことができるのは弊
社含め2社程度です。6年前には3Dプリンター用の純国
産フィラメントを使用した製品の製造に成功し、一品
ものの試作が簡単に製作できるようになりました。

これからも北陸3県を中心に、全国各地へ日本においてこれま
でないものを開発し、提供していきたいと考えています。直近
では、2020年の東京オリンピックに向け、トウモロコシを原材
料とし、捨てても土に還る環境に優しいバイオプラスチック素
材によるフォーク、スプーンなどの日用品の製品を開発したい
とも考えています。このような取り組みにより、B to B用に加工
製品の提供が主力ですが、今後はB to C（企業対消費者間取引）
も増やしていき、その主力商品を生み出したいと思います。

事業所名

代表者名
所 在 地
電 話
創立年月
事業内容

：㈱北陸エンジニア
　　プラスチック
：水越　正之
：射水市七美中野212
：0766−86−1411
：昭和58年2月
：プラスチック板・
　棒・管・継手・
　異形押出製品製造業

今後の展望は？

主な特色は？

クラウドファンディングについて
お聞かせください。

▲3Dプリンターを使った試作品

〈クラウドファンディングURL〉https://faavo.jp/toyama/project/3637




