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通常議員総会

富山新港国際物流ターミナル延伸整備事業完成式典
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■平成30年度の事業概要
わが国経済は、緩やかな景気回復が続いており、世界経

済の回復や世界的な設備投資や情報関連財需要の高まり、
雇用・所得環境の一層の改善と消費の持ち直し、技術革新
等の設備投資の堅調さに支えられて、改善が進んでいま
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、深刻な人手不足と、AIやIoTなどの利
活用、キャッシュレスへの対応に加え、働き方改革への対
応など、中小企業・小規模企業にとっては、経営の持続的
発展のため乗り越えるべき様々な課題が生じております。

このような環境下において、本商工会議所において
は、事業計画策定や持続化補助金等の申請に係る支援、
各種展示会への出展支援、共同広告による「新湊のあん
なお店こんなお店知っとるけdeスタンプラリー事業」を
実施するなど、販路拡大による会員事業所の持続的発展
と個社・個店の魅力を高める事業に取り組みました。ま
た、政策提言活動、中小・小規模事業者の経営支援、創
業支援など、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。

平成30年度の収支決算の概要
【収入の部】

【支出の部】

■重点項目
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

6/26 令和元年度 通常議員総会 牧田会頭続投へ

先月の事業Pick Up

科目 金額 割合

会費 22,322 7.11%

事業収入 190,970 60.86%

補助金 44,960 14.33%

雑収入 1,877 0.60%

繰入金 49,487 15.77%

繰越金 4,183 1.33%

合　計 313,799 100.00%

科目 金額 割合

事業費 146,340 46.6%

人件費 45,277 14.4%

事務費 5,766 1.8%

会館維持費 6,277 2.0%

会議費 1,459 0.5%

渉外費 496 0.2%

公課分担金 2,366 0.8%

積立金 3,500 1.1%

操出金 12,482 4.0%

収支剰余金 89,836 28.6%

合　計 313,799 100.0%

（単位：千円）

（単位：千円）

第一イン新湊において、令和元年度 常議員会、通常
議員総会を開催しました。

平成30年度の事業報告・収支決算他について審議さ
れ、いずれも原案通り承認されました。

また、会頭候補者選考委員会より、時期候補者に牧
田現会頭を推薦した旨の報告がありました。

総会終了後、夏野市長、吉野市議会議長、磯部副市
長、片岡産業経済部長をお迎えして懇親会を開催しま
した。夏野市長のご挨拶、吉野市議会議長の乾杯のご発声により開宴し、和やかな雰囲気のもと、各々
交流を深めました。以下、平成30年度事業報告の概要を掲載します。
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◇新加入会員

◇特別会員

● 新規加入会員紹介

No 事業所名 個人名 所在地 業種

1 ㈱UMトレーディング ダストギールグラム 射・足洗新町1-89 中古車販売業

2 マリンコンパニオン 宮下 智央 射・作道1819 コンパニオン

3 坂東建築 坂東 雅裕 射・本町3-19-26 建築業

4 すたじあむ・たけ 竹田 大也 射・足洗新町1-151-7 飲食店

5 エムズワークス 越後 正幸 射・三日曽根4-8 防水・補修業

No 事業所名 個人名 所在地 業種

1 （公財）産業雇用安定センター
富山事務所 西島　 寛 富・奥田新町8-1 職業紹介業

2 （株）JTB　富山支店 安藤　 盾 富・桜町1-1-36 旅行業

3 谷内木工 谷内　 修 射・上野472 建具家具製作

4 ミワ商会 ミワアギレラロビン 射・北高木137-8 研磨業

先月の事業Pick Up

6/27

6/24

スマート時代の便利なお店戦略セミナー

射水市商工協議会  役員会・全体会を開催
第一イン新湊で、射水市商工協議会　役員会・全体会が開催されまし

た。射水市商工協議会は射水商工会議所と射水市商工会で組織し、射水
市全域の商工業の発展のために事業を展開しています。

役員会では「平成30年度事業報告と収支決算報告」が承認されると共
に、「射水市きらりカンパニー顕彰事業」を今年9～10月に企業募集、
12月に審査会、来年2月の「射水産学官金交流会」で表彰式を行うこと

に決定し、新たな事業として「射水市当局との意見交換会」を11月に開催することが決定しました。役
員会の後、全体会が開催され、商工会議所議員と商工会役員総勢40名が参加し、懇親を深めました。

消費税軽減税率対策窓口相談等事業の一環として、講演会を
開催しました。

スマート時代の便利なお店戦略と題し、講師にＧ-word代表 
杉山 貴思氏をお招きしてご講演いただきました。

講演では、軽減税率導入準備に加え、新規顧客や顧客満足獲
得に向け、様々な対応策について学びました。
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富山県商工会議所女性会連合会主催、氷見女性会が幹事となり合同研修
会が開催されました（参加者104名、内射水：11名）。この事業は毎年各女
性会が持ち回りで、県内8会議所女性会が順番に担当し実施しています。

当日は2班に別れ、企業視察、見学等を行いました。㈱オプテス、
㈱ラポージュの企業視察。萬葉の杜福祉会では、高齢者施設を見学

しました。講演会では、氷見市教育委員会教育総務課長補佐の小谷氏よ
り「越中国守 大伴家持と氷見の万葉」と題してお話いただきました。家持の半生や、氷見との関わりに
ついて年表をもとに詳細に説明されました。また元号が令和となり万葉集が見直されているとお話しさ
れました。講演会終了後、ひみ番屋街を見学し帰路につきました。

先月の事業Pick Up

6/22

6/12

〈青年部だより〉

〈女性会だより〉

富山県商工会議所青年部連合会
共感力向上事業 「地域の魅力発見ツアーin射水」

県連合同研修会に参加

富山県商工会議所青年部連合会 共感力向上
委員会（射水YEG 関原 範之委員長）が主催
し、「地域の魅力発見ツアー」が開催され、
県内8単会より総勢120名が射水の地に集いま
した。この事業は地域で特色ある取り組みに
触れ、新しいものの捉え方を培い新たな創造
を広げることを目的とした研修事業です。

当日は、ブリッジバー、内川の家 奈呉、紺
屋町曳山格納庫の見学といった内川周辺の散策、干物網焼き体験等の行程が行われ、当地の魅力について
県内の同志に知ってもらう機会となり、終了後には懇親会を通して親睦を深めました。

会議所

7/24

7/27

7/28

7/10

7/26

7/24

7/19

7/11

7/16

7/24

7/8

7/9

7/5

7/4

7/4

7/1

主な今後の動き
本所青年部理事会

正副会頭会議

国際拠点港湾伏木富山港 ポートセールス事業
推進協議会「ロシア・韓国 ポートセールス訪問」

金融保険部会
「キャッシュレス決済説明会」

卸小売部会
「常置部会会議」

製造部会「常置部会員会」

建設部会
「常置部会会議、懇親会」

小規模事業者経営改善資金
審査会

内川十楽の市 夏の夜の彩り
本所青年部出店

富山新港花火大会

新湊のこんなお店、あんなお店
知っとるけ事業〈〜8/4（日）まで〉

連携協議プロジェクト会議

消費税軽減税率セミナー

富山県商工会議所女性会
連合会「定時総会」

新湊商店連合会
「キャッシュレス説明会」

消費税軽減税率セミナー

（水）

（土）

（日）

（水）

（金）

（水）

（金）

（木）

（火）

（水）

（月）

（火）

（金）

（木）

（木）

（月）
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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 1.16〜2.70%

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 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

（令和元年7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

雇用管理研修会
■日時／

■場所／
■演題／
■講師／

令和元年8月8日（木）
14：00〜16：00
富山県高岡文化ホール 多目的小ホール
｢未定」
・みやもと社会保険労務士事務所
　社会保険労務士　宮本 敦子 氏
・（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
　担当者

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

　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。

●日時：令和元年８月３日（土）13：00〜
●場所：高周波文化ホール 小ホール
　　　 （射水市三日曽根3-23）

　射水市では、創業後どのように経営してい
こうか悩みを抱えている方、同じような思い
の方との交流を深めたい方、これから創業を
考えておられる方等で集まって、月1回いろ
いろな情報交換ができる場所を提供していま
す。次回の開催は7月11日（木）です。お気軽に
ご参加ください。

詳しくは、射水市商工企業立地課まで
TEL.51−6675

〈お問い合わせ先〉
射水市政策推進課　TEL.51−6612 

〈お申し込み・お問い合わせ先〉
射水市役所
商工企業立地課 商工労政係
〒939−0292
射水市小島703番地
TEL. 51−6675
FAX.51−6690

射水市中小企業《短期季節資金》融資

まちづくりシンポジウムinしんみなと
～複合交流施設と観光資源を活用したにぎわいづくり～

「創業カフェ」～創業者間交流～

◆申込対象区域…
◆融資限度額……
◆融資利率………
◆申込期間………

◆返済期限………

13：00
13：40

15：00

●スケジュール：

前回の開催風景（6月12日／市内カフェにて）

射水市内の中小企業
500万円
1.80％
令和元年6月14日（金）〜
　７月31日（水）まで
令和元年10月31日（木）

eスポーツデモンストレーション
基調講演「官民融合による
　　　　　持続可能な地方創生策」
　　　 　  松本 大地 氏
パネルディスカッション

開催の詳細に
ついては
こちら。



C C Iいみず2019.7 ｜ 7

［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

［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

新きららか共済 
2019年9月1日スタート

インフォメーション Information

射水商工会議所では、富山県よろず支援拠点（公益財団法人 富山県新世紀産業機構）と連携し、
インターネットを通して、本所相談コーナーにおいてお気軽に経営相談ができるようになりました。

創業・IT・技術・経営・販路開拓・海外展開・人材育成等の困り事をその道のエキスパートに
無料で経営相談ができます。

ご利用される際は事前にご連絡ください。

本年10月に適用される消費税率10％への引き上げと軽減税率導入に向け、
iPhoneまたはiPadがあれば0円でカンタンに使えるPOSレジアプリ「Ａirレジ」
のデモ機を設置いたしました。

「Airレジ（AirREGI）」とは、POSレジアプリの一つで、既存のPOSレジに
比べ導入・運用コストが安く操作が簡単です。

iPadなどのモバイル端末1台で注文入力・会計、売上分析、顧客管理、商品管理
はもちろん、決済・予約管理サービス、会計ソフト等との連携などができます。

また、レシートプリンタやキャッシュドロアなどの周辺機器を組み合わせて、
さらに便利にお使いいただけます。

レジの導入や入れ替えをご検討中の会員事業所の皆様におかれましては、実際にデモ機に触れることができま
すので、お気軽にご来所ください。

テレビ電話による専門家相談窓口を設置

無料で使える「A
エ ア

irレジ」デモ機設置 お気軽に
お試しください！

手持ちのスマホやタブレットがレジになる！
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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。

新川　篤志さん

㈱プロデュース

代表取締役

　第4回目は今年の3月18日
に内川の家（奈呉）をオー
プンされた㈱プロデュース
の新川 篤志さんにお話を
伺ってきました。
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Member's Information
File. 4

北前船の廻船問屋として栄えた築100年の邸宅を改装した民
泊施設です。新湊（内川）周辺で宿泊施設として長時間滞在で
きる場所を提供したくてオープンさせました。
海外・県外の方は、新湊のまちを散策する用途で利用。また

県内の方は日本の文化を滞在者に紹介したいと利用するなど、利
用の目的は滞在者により様々です。遠方からもリピート客がお
り、オープンから3ヶ月経ちますが、好調に推移しております。
　1時間1,000円で利用可能なコミュニティレンタルスペースは、
行政や観光協会、地域の会合に利用されるなど好評です。

弊社は、建築と不動産を融合した新しいタイプの
会社であり、お客様のご希望に応じて建物を日々ブ
ランディング、コーディネートし、販売しておりま
す。営業範囲は、半径5km圏内（射水市・高岡市・
氷見市等）が中心で、ちょっと相談すればすぐに駆
けつけてくれる、身近で必要とされる企業であり続
けることを日々目指しています。
中でも最近では、新湊の象徴である内川を観光の

場として盛り上げることで地域貢献できるよう、空
き家が解体される前に買い上げてリノベーションし
てその活用を模索しています。

弊社が昨年5月より運営している海王丸パーク内の「手作りパン
B－CUBE」にて、パンをギフトに利用してもらおうと、新湊大橋
や内川等、新湊の観光名所や風景を描いた新パッケージを開発しま
した。ケーキのように1辺6センチの「キューブパン」を詰め合わせ
ることができる、市内のイラストレーター金松良恵さんがデザイン
した化粧箱です。新湊地域のPRにもなればと思っています。
さらに今後、創業5年以内の企業をバックアップするためのイン

キュベーション施設を構築中です。弊社のみならず、商工会議所や
金融機関とも連携し、創業者を支援することで、域内での起業を増
やし、地域全体を盛りあげていきたいです。

事業所名
代表者名
所 在 地
電 話
創業年月
事業内容

：㈱プロデュース
：新川　篤志
：高岡市姫野530−1
：0766−82−1611
：2003年8月
：建物売買業、
　土地売買業、飲食業

今後の展望は？

主な特色は？

内川の家（奈呉）についてお聞かせください。




