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旧新湊庁舎跡地利活用事業起工式

名称：旧伏木港右岸三号岸壁水平引込式クレーン
登録有形文化財（令和元年7月19日答申）
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7/26 旧新湊庁舎跡地利活用事業起工式

先月の事業Pick Up

7/26

〜

8/4
新湊のこんな店、あんな店知っとるけ〜deスタンプラリー

射水市役所旧新湊庁舎跡地で整備される複合交流施設の起工式が行
われ、夏野市長、吉野議長、牧田会頭、伊藤・加治・米田副会頭他関
係者40名が出席しました。

富山を代表するベイエリアの新たな観光拠点として、まちづくりの
核として位置づけ、大和リースにより整備されます。建物は鉄骨2階
（一部3階）、公共施設部分には、市観光協会や観光案内窓口が設置

され、2階には240人規模のコンベンションホール、屋上には展望広場が整備されます。
民間部分には、本所（2階）と射水ケーブルネットワーク㈱（1〜3階）が入居します。
当会館は、昭和51年竣工以来、42年が経過し老朽化が著しく、耐震化も行われていない状況で使用し

ており、かねてより耐震化・新築等で議論を行ってきました。またそうした中、平成24年9月に射水商
工会議所が策定した「新湊近未来構想」、平成26年12月射水市が示した「庁舎跡地の利活用の方向性」
等についても議論を行い、平成30年8月旧新湊庁舎の跡地と射水商工会議所の土地を一体的に整備し、
新湊地区の新たなにぎわいの創出と豊富な観光資源を活かし、安定的な交流人口を受け入れるための複
合交流施設を事業化（複合交流施設の建設を大和リースグループが行い、射水市が公共部門の床を大和
リースより賃貸。射水商工会議所及び射水ケーブルネッ
トワーク㈱が区分所有で取得（建設））することで関係者
の合意に至り、その後、議員・会員事業所様に会館建設
負担金、協力金をお願いしたところ、多大なるご支援ご
協力を賜り順調に準備を行い、この度起工式を無事迎え
ることができました。複合交流施設は令和2年4月末完成
予定、同年6月から一部併用開始となります。

市内50店舗が参加し標記事業を実施しました。この事業は、各個店が自
店の強みや弱みについて考え、期間中お客様目線に立ったお得でスペシャ
ルなサービスや商品を提供し新聞チラシでの共同広告を行います。地域の
皆さんにお店を知ってもらい足を運んでもらう機会を創出することで、お
店の販路拡大とおもてなし向上を目的に実施しているものです。

今回は新たな企画として、新湊を4つのエリア
に分け、3つのエリアのお店でお買い物をすると先着100名に新湊大橋をモチーフ
にしたロゴが入ったオリジナルトートバッグが貰えるスタンプラリーを実施した
ところ、初日から引換えに来られるお客様が途切れず好評をいただきました。

また、お客様と参加店を対象にしたアンケート調査を実施しており、集計結果
については、更なる販路拡大に繋げてもらうよう、本所経営指導員からのアドバ
イスや改善案等を加え参加店にフィードバックする予定です。
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7/5

7/17

金融保険部会
キャッシュレス決済説明会

金融保険部会
金融と保険に関する校外授業・金融機関見学会

先月の事業Pick Up

7/9

〜

13
国際拠点港湾伏木富山湾ポートセールス事業推進協議会
富山新港の利用促進に向けロシア・韓国を訪問

本所金融保険部会主催では、10月から消費増税に合
わせて始まるキャッシュレス・消費者還元事業に向け
て「キャッシュレス決済説明会」を開催しました。IT
コーディネーター吉田氏を講師に迎え、キャッシュレ
ス決済の概要や今後どう対応すべきか等を講演してい
ただきました。後半は市内金融機関様から決済サービ
スの紹介や個別相談が行われました。

〈参加金融機関〉新湊信用金庫　富山銀行　富山信用金庫　富山第一銀行　北國銀行　北陸銀行

本所金融保険部会では、新湊高校商業科3年生36人に対
し、金融と保険に関する出前授業及び金融機関見学会を
新湊信用金庫本店にて開催しました。金融については北
陸銀行新湊支店五十里副支店長が、日常の業務内容を交
えながら日銀や市中銀行の役割等をお話されました。保
険についてはみろこ保険企画㈱棚田代表取締役が公的保
険・私的保険の違いや、生活、仕事において保険は必要
不可欠なものであると説明されました。その後、銀行内
を見学し生徒からは、普段の授業では学べない仕事の様
子や雰囲気を実感できた、進路の参考になった、貴重な
体験をしたとの声が多く聞かれました。

富山県・射水市・港湾事業者・商工会議所で「ロシ
ア・韓国ポートセールス訪問団」（団長：富山県商工労
働部次長　荻布佳子氏）を結成し、富山新港に寄港する
ロシア、韓国の船会社を中心に訪問し、富山新港の利用
促進に向けた意見交換会を実施しました。各船会社には
富山新港の国際物流ターミナル岸壁が75メートル伸び408
メートルに延伸し、大型コンテナ船の2隻同時接岸が可能
になったことをPRしました。船会社からは、港湾利用に
関するインセンティブ制度についての質問や、港湾の営
業時間を延長してほしいといった要望が出されました。
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先月の事業Pick Up
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今月の動き

正副会頭会議

選挙委員会

本所青年部理事会

いみず塾
「子供と一緒に学ぶ論語」

珠算・暗算能力検定試験

いみず塾
「大人のための論語」

常議員会

本所青年部
会員家族親睦例会

部会長連絡会議

小規模事業者経営改善
資金審査会 会員大会

臨時議員総会

本所青年部
執行部会議

（火）

（日）

（金）

（木）

（金）

（火） （土）

（土）

（水）

（水）

（日）

（日）

（木）

7/19 消費税軽減税率対策セミナー
トラブル・クレーム防止策

本所会館会議室において、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。現場で起こる軽減税率の対応とトラブ
ル・クレームのリスクと題し、講師にオフィス
にしむら代表 西村秀幸氏をお招きして講演して
いただきました。

講演では、軽減税率制度導入により、現場で
のお客様対応で大きな混乱が生じる可能性につ
いて、注意しておきたい現場での対応について
学びました。

7/24 消費税軽減税率対策セミナー
キャッシュレス決済サービスPayPay導入セミナー&体験会

本所会館会議室において、消費税軽減税率対
策窓口相談等事業の一環として軽減税率制度導
入及びキャッシュレス決済セミナーを開催しま
した。第一部では、当所職員から軽減税率対策
のポイントについて説明した後、第二部では、
PayPay㈱社員によるキャッシュレス決済導入と
模擬体験を実施しました。

参加者は、各店舗導入に向けて真剣に取り組
みに聞き入っていました。
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当女性会の笹谷会長の司会のもと定時総会が富山電気ビルディングにおいて
開催されました。県内8女性会より約100名出席し（射水より16名出席）、総会の冒
頭では活動指針のリードを小杉副会長が担当しました。その後、近藤県連会長が
議長となり、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（案）並びに収
支予算（案）役員改選（案）について審議さ
れ、いずれも承認可決されました。

総会終了後、CHIKO氏（パーソナリ
ティ、シンガー）による講演会が開催され、『女性が輝く社会の
実現に向けて』と題してお話しいただきました。

毎年恒例となっている内川十楽の市・夏の夜の彩りに出店し
ました。今年度は、定番のどんどん焼きをはじめとし、新商品と
してたこせんに目玉焼きを挟みソースで味付けした「たません」
を販売しました。また、併せてクラシックカー愛好会によるク
ラシックカーの展示、似顔絵師による似顔絵制作にご協力いただ
き、青年部出店を盛り上げていただきました。当日はあいにくの
雨模様でしたが、多くの方にご購入いただき、また、子供を対象
とした抽選会には多くの子供たちに楽しんでもらい大いに盛り上がりました。ご来場いただいた方、ご
購入いただいた方ありがとうございました。

7/27

7/11

〈青年部だより〉

〈女性会だより〉

内川十楽の市・夏の夜の彩り 出店

令和元年度定時総会･記念講演会開催

先月の事業Pick Up

射水商工会議所が小規模企業共済加入促進について優秀な成
績を収めたことにより独立行政法人中小企業基盤整備機構様よ
り表彰を受賞しました。

小規模事業者の心強い味方である小規模企業共済、経営セー
フティ共済を今後とも宜しくお願い致します。

平成30年度
小規模企業共済制度表彰を受賞
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■　主な公的融資制度の利率
新湊曳山まつり
観覧席 好評発売中！！

新湊曳山まつり巡行における見どころ
に有料の観覧席（200席）を設置しま
す。詳細は下記の通りです。

　自然災害が広域かつ巨大化しています。現在のご契
約内容が自然災害に対応しているかなど、今年秋に見
込まれる火災保険料の値上げ前に掛金が安く、支払い
の早い富山県火災共済協同組合でお見積りください。
　お見積もりに当たっては、現在ご加入の火災保険の
証書や契約内容の分かるものをご準備ください。

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8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
■日時／

■場所／
■演題／

■講師／

令和元年9月19日（木）
14：00〜15：30
高岡商工ビル 8階
「読み手の心に響く
　文章力講座」
㈱天職プロデュース 取締役
松田 隆太 氏

事前に必ず電話にて
　　申し込みお願いします

〈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

インフォメーション Information

■観 覧 日／10月1日（火）
■設置場所／
　A昼の部…立町交差点南側（100席）10：00〜12：00頃
　B夜の部…湊橋東側　　　（100席）19：00〜21：00頃
■販売代金／
　税込3,000円（席を必要とするお子様も同額です）
　※先着順の受付（販売）となります。
　※座席の指定はできません。
　　ご希望の設置場所AまたはBを申し出てください。
■販売開始日／8月1日（木）
　平日…9：00〜18：00　土曜…10：00〜16：00
　※日曜・祝日は申し込みできません。

〈販売･お問い合わせ先〉
新湊曳山まつり市民プロジェクト

（㈱トラベル新湊 TEL.84−2055）

富山県火災共済協同組合

火災保険見直し
キャンペーンを実施中！

長期年払特約

築浅割引

10%割引！

最高10%割引！

〈適用条件〉①契約期間が5年間以上
　　　　　　②支払方法が毎年の口座引落
火災共済は1年契約を毎年更新するより長期契約
がお得になります。

〈適用条件〉①共済の対象が建物
　　　　　　②建築してから10年未満
新築される方などに最適です。

火災共済割引制度もご活用ください！

〈お問い合わせ先〉射水商工会議所 TEL.84−5110

入場
無料
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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。

水巻　清次さん

㈲ビデオワーク

代表取締役社長

　第5回目は映像情報
制作業を手がけておら
れる㈲ビデオワークの
水巻 清次さんにお話を
伺いました。

お
客
様
の
大
切
な
思
い
出
を

　
　
ク
オ
リ
テ
ィ
の
高
い
映
像
で

　
　
　
　
　
　
　
お
届
け
し
ま
す

Member's Information
File. 5

お客様のニーズに合わせた制作を心がけ、お客様の
期待以上に喜んでいただける商品企画に力を入れてお
ります。特に、複数台のカメラを使用した撮影による
マルチアングル映像は高い評価を得ています。
行事によっては、映像や音にズレが生じやすくなる

ため、難しく大変です。当たり前に観ている映像も、
見えないところで一生懸命に細かい編集作業を行って
おります。

弊社は、各種イベントや発表会等のビデオ撮
影・編集・制作し、プロモーションビデオや、Ｃ
Ｍ企画・制作、企業・観光VP、BD/DVD等のソ
フトの企画・制作等を手がけています。また、機
動性が優れた中継車やカメラ機材等のレンタルも
行っています。
県内の教育機関や各種団体のイベントや発表会

等に毎年撮影に出向き、お客様の大切な思い出の
イベントを中心に、工夫を重ね、クオリティの高
い映像を提供することにより、お客様に喜んでも
らい楽しんでいただくことを心がけております。

時代やお客様のニーズが変化しても、手軽な料金で顧客満足
度の高い映像を追求し、これからも提供していきたいと思って
おります。
リピーターのお客様には受注毎に工夫を重ね、毎回期待以上

のクオリティの高い映像を提供することに自信があります。
会社の記念式典をはじめとした記録ビデオやCM、番組、企業

商品の販売促進PR映像等も承っておりますので、映像のことな
らいつでも何でもご相談ください。

事業所名
代表者名
所 在 地
電 話
創業年月
法人設立
事業内容

：㈲ビデオワーク
：水巻　精次
：射水市堀岡279−9
：0766−86−3056
：昭和58年4月
：昭和63年4月
：映像情報制作業

今後の展望は？

主な特色は？

映像制作をする上で、
特に力を入れているところを教えてください。

▲撮影用カメラ（左側）とこれまでの制作物（右側）

▶

映像編集室




