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第14回 創造企業報告会

先月の事業 Pick Up

2/4 第14回 創造企業報告会を開催
本所2階会議室において、第14回 創造企業報告会を開催しました。
創造企業報告会では射水の優れた企業経営者から経営姿勢や経営戦略
を聞き、アドバイザーである、兵庫県立大学教授・富山大学経済学
部名誉教授の内田 康郎氏から自社への置き換え作業をしてもらいま
す。単に成功事例を聞くだけではなく、新商品・新サービスの開発、
新市場の開拓など、成功企業がどのように新しいことに取り組んで
いったのか、そのプロセスを分析し、自社の取り組みに活かしてもらうことを目的に開催しています。
今回は、有限会社放生若狭屋の板谷 達也社長に自社の取り組みを報告してもらいました。板谷社長は
「かりんとう饅頭」や「富山米のカステラ」の開発までの経緯や、自社の経営理念について話し、内田教
授からは「板谷社長はイノベーション（知の深化）と事業開拓（知の探索）を両立する『両利きの経営』を
実践している」と解説しました。

2/5 きらりカンパニー顕彰表彰式・射水産学官金交流会を開催
第一イン新湊において、射水産学官金交流会を開催しました。
第一部では第9回 射水市きらりカンパニー顕彰表彰の表彰式と基調
講演会を開催。射水市きらりカンパニー顕彰事業の表彰式では大賞
に有限会社天然温泉海王（浴場業

津幡 真一社長）、創業5年未満の

企業が対象のルーキー賞にひばり行政書士事務所（行政書士業

仙波

芳一所長）が表彰されました。天然温泉海王は鏡宮で天然温泉を使用
した浴場業を行っており、日々多種多様なイベントを行い集客に成功している点や、毎日の清掃を通し
て湯質管理を徹底している点等が評価され、ひばり行政書士事務所は、ITツールを活用した販売促進を
積極的に行っていることや、行政書士専用ソフトの開発などの新規事業に果敢に挑戦している点等が評
価されました。基調講演では富山県立大学の下山 勲学長が「県立大学の産学官金連携活動の現状と今後
−射水発世界展開の夢−」と題し講演しました。下山学長は、IoT、AI技術によって起こるであろう職
業の変化や、富山県立大学の人材育成の取り組みを紹介し、「産学官金が連携し、富山県立大学発のベ
ンチャーを創出したい」と話しました。
第二部では産学官金の関係者126名が参加し、情報交換会を開催。会場には支援機関や学校などの取
り組みを紹介するパネル展示が行われ、参加者は興味深く見学していました。

会議所

主な今後の動き

3/11 （水）

青年部理事会

3/23 （月）

小規模事業者経営
改善資金審査会

3/12 （木）

青年部新年度理事会

3/24 （火）

女性会役員会

4 /2

（木） 正副会頭会議

3/16 （月）

常議員会

3/24 （火）

青年部新年度委員長
連絡会議

4 /2

（木） 「大人のための論語」
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3/30 （月）

通常議員総会

いみず塾

先月の事業 Pick Up

〈青年部だより〉

2/20 22

日本商工会議所青年部

第39回全国大会へ参加
日本商工会議所青年部（田中 暢之会
長）第39回全国大会が静岡県沼津市をメイ
ン会場に行われました。全国より約7,600
名の会員が集まり、射水YEGからは9名が
参加しました。
沼津会場以外にも静岡県内各地にて分科
会が開催され、各地YEG会員からの熱い
おもてなしを受け、静岡の良さを体感しま
した。来年度は福井県鯖江市にて第40回大
会として開催されます。

〈女性会だより〉

2/12.13 新年会・視察研修会を実施 ～会員相互の交流を深める～
女性会新年会・視察研修会を1泊2日、
参加者31名にて実施しました。
新年会を和倉温泉「のと楽」で開催し
ました。兼久会員の詩舞をオープニングに
披露いただき、笹谷会長挨拶、米本専務理
事の乾杯の発声後、懇親を深めました。今
回初めて参加される会員様も多数あり、
ゲームや趣向をこらしたアトラクション、
カラオケを楽しみ三味線を披露されるなど
大いに盛り上がりました。木谷相談役の閉
宴の挨拶後、大宴会を終了しました。
視察研修会は、370年以上の歴史を経て能登の昔ながらの味
を守りつつ進化してきた㈱スギヨ北陸工場の視察を行いまし
た。各家庭でよく食べられる竹輪やカニカマの工場であり、参
加された皆様は大変興味深く見学されていました。工場見学の
終わりには出来立ての竹輪、レンコン揚げの試食もあり、スー
パーに並ぶ竹輪と違うほくほくの食感に驚きの声が多くあがり
ました。この2日間でより会員同士の交流が深まりました。
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先月の事業 Pick Up

2/5 7 第27回 グルメ&ダイニングスタイルショーに出展
東京ビッグサイトで「第27回グルメ＆ダイニングスタイル
ショー春2020」が開催されました。「グルメ＆ダイニングスタイ
ルショー春2020」は地域のプレミアムフードが集まり、品質・ラ
イフスタイル志向の食の見本市で、東京インターナショナルギフ
トショーと併せて開催されています。
当所からは製造業2社が出展し、各自の製品や新商品
について来場者へPRを行いました。ブースへの来場者
は主に流通関係、卸売関係ということで、今後の取引に
つながるように丁寧な説明、対応を行いました。中には
商談に結び付く案件もあり、成果のある出展となりまし
た。今後も引き続き2社の支援を行い、一つでも多くの
販路開拓へとつなげていきたいと思っています。

2/14

宿泊飲食部会視察「全国商工会議所観光振興大会in金沢」を実施
金沢にて開催された「全国商工会議所観光振興大会in金沢」へ参
加をしてきました。本大会は日本商工会議所と各地の商工会議所と
ともに観光地づくりの事例発表や情報交換などを目的に、平成16年
から年に1度開催しているもので、観光を通じた地域活性化等につ
いて意見を交換する大会です。本視察研修を通し、観光に求められ
る地域の「食」や「風習」、「歴史」、「文化」といった金沢の多
様な観光資源を体感してきました。今後の当地域における観光創生
につながるような契機づくりとなる視察研修となりました。

2/20 経営セミナーを開催
高周波文化ホール3階研修室において経営セミナーを開催しまし
た。講師に㈱脳レボ 代表取締役の川谷 潤太氏をお招きし「人と組
織を育てる！強い職場をつくる～潜在能力の高め方」と題してご
講演いただきました。
今回のセミナーは当所と新湊南部事業振興会との合同セミナー
で、総勢46名が参加。モチベーションのメカニズムや先手力、集
中力の高め方や集中力アップのコツなどを分かりやすくユーモア
を交えて講演されました。プロ野球選手などのアスリートへのメンタル指導の実績もある川谷氏は、ア
スリートも学生も組織（会社）における人も全ての人が潜在能力を引き出すことができると講演され、参
加した方々は講師の言葉に聞き入っていました。
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インフォメーション

金融関係

CHECK!

■ 主な公的融資制度の利率
（令和2年3月1日現在）

資 金 名
日本政策
マル経融資
金融公庫
（国民生活事業） 普通貸付

■

利率（年）
1.21%
1.21〜2.85%

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
・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
◎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。

公益社団法人 高岡法人会
公益社団法人 高岡法人会

定時総会 記念講演会
■日
■場
■演
■講

入場
無料

時／令和2年5月21日（木）
15：30〜17：00
所／ホテルニューオータニ高岡
題／アメリカ人から見た
「和」の国 日本
師／米カリフォルニア州弁護士
タレント ケント・ギルバート氏
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
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新型コロナウイルス感染症
に係る経済変動対策緊急融資の
対象要件の追加等について
新型コロナウイルス感染症の発生により、中小企業
の事業活動に大きな影響が生じ、資金繰りへの影響が
懸念されています。ついては、次のとおり経済変動対
策緊急融資の対象要件を追加いたします。

経済変動対策緊急融資の対象要件の追加
（1）経済変動対策緊急融資の概要
○融資限度額：8,000万円（運転資金）
○融資期間：7年以内（うち据置1年以内）
○融資利率：年1.25%以内
○保証利率：年0.35%〜年1.05%（セーフティネッ
ト保証5号を利用する場合 年0.5%）

（2）対象要件
【現行】経済変動対策 緊急融資
次のいずれかに該当する中小企業者
①最近3ヶ月の売上高等が対前年同期比
………▲5%以上
②原油仕入れ価格上昇率が対前年同期比
………＋20%以上

【今回追加】
新型コロナウイルス 感染症対策枠
③新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、
事業に影響を受けた中小企業者であって、次の
（ア）かつ（イ）を満たす者
（ア）最近1ヶ月の売上高等が対前年同月比
………▲5%以上
（イ）その後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高等が
対前年同期比
………▲5%以上の見込

（3）実施期日
2月17日（月）から
「新型コロナウイルス感染症に関する
中小企業金融相談窓口」
商工労働部経営支援課 TEL.076−444−3248
受付時間 8：30〜17：15まで（土日・祝日を除く）

Information

検定試験 2020年度試験施行日
級

簿

記

1～3級
2、3級

珠

算

プログラ
ミング

1～3級

ENTRY

回数

試験日

受付期間

受講料

第155回

6月14日（日）

4月 6日（月）～ 5月15日（金）

第156回

11月15日（日）

9月 7日（月）～10月16日（金）

第157回

2021年2月28日（日） 12月21日（月）～2021年1月29日（金）

第219回

6月28日（日）

4月20日（月）～ 5月28日（木）

第220回

10月25日（日）

8月17日（月）～ 9月24日（木）

第221回

2021年2月14日（日） 12月 7日（月）～2021年1月14日（木）

随

時

1級 7,850円
2級 4,720円
3級 2,850円

1級 2,340円
2級 1,730円
3級 1,530円

※月曜日から金曜日（祝祭日除く）の10：00～19：00までの
間で受験者の希望に添えるよう調整のうえ、随時受験日時
を決定します。

3,300円

令和2年度“とやま起業未来塾”塾生（第16期生）募集について
起業、新分野進出、コミュニティビジネス事業者を目指す方を支援し、
「夢」
「情熱」
「志」を持った
創業者、世界に羽ばたく人材を育成する「とやま起業未来塾」の第16期生を募集します。
【コース】
コース名

概

要

未来ビジネス創造コース
【定員：4名程度】

海外・全国展開、新事業分
野進出、販路拡大等を目指
す企業人を育成

ものづくり・商業・
サービス業コース
【定員：10名程度】

地域の資源の活用、独創的
な商品・サービス等の開発
により、創業を目指す起業
家を育成

コミュニティ
ビジネスコース
【定員：6名程度】

地域課題の解決を図る地域
貢献型事業の創業を目指す
起業家を育成

対象者
●さらなるビジネスの拡大を目指す方
●事業承継を行った（行う）後継者
●新たなビジネスに挑戦する方
●第4次産業革命（IoT、AI、ロボット、ドローン
等）に対応する事業を行う方 など

●創業予定の方または創業後1年程度の方
●事業承継を行った（行う）後継者

【募集期間】
3月25日（水）～4月20日（月）
※申込書による書面審査、面接を実施した上、受講生を
決定します。〈面接：5月2日（土）〉
【受講料】
未来ビジネス創造コース
40,000円
ものづくり・商業・サービス業コース
30,000円
コミュニティビジネスコース

【受講期間】
5月～11月
※原則、毎週土曜日午後開講
【応募方法】
とやま起業未来塾ホームページ（URL：
http://www.toyama-mirai.com/）より申
込書をダウンロードし、パソコンで作成の
うえ電子メールでお申し込みください。

■問い合わせ・申し込み先
〒930−0866 富山市高田527番地 （公財）富山県新世紀産業機構 とやま起業未来塾事務局（企画管理課内）
TEL.076−444−5601／FAX.076−444−5642
E-mail：mirai@tonio.or.jp URL：http://www.toyama-mirai.com/
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Member's Information
File.
海鮮処くるみ
オーナー

亀本

12

孝一 さん

第12回目は、昨年中新湊
に寿司、一品料理店をオー
プンされた海鮮処くるみの
亀本 孝一様にお話を伺っ
てきました。

お店の特色・経営方針は？
私は、昔から魚料理が好きで、生まれ育った地元で

商売をしたいと思い、高校卒業時に自分のお店を持つ

ことを決意しました。約15年間、和食の板前や個人経
営の魚屋での調理に従事し、魚の鮮度管理や刺身の切
り方、惣菜の作り方を徹底的に学びました。そして昨
をオープンさせました。

お店の名前である「くるみ 」は、自身の誕生日であ
4

4

4

る9月3日が由来となっております。

おすすめのメニュー&
これからチャレンジしたいメニューは？

事業所名：海鮮処くるみ
代表者名：亀本 孝一
所 在 地：射水市中新湊7−2
電
話：0766−75−7404
創業年月：平成31年4月4日
事業内容：寿司、一品料理
（魚介料理）

Face
book

▶

年4月4日に自身の地元である中新湊に「海鮮処くるみ」

Insta
gram

▶

質の高い手 作り 料 理 を 提 供したい

地 産 地 消にこ だ わり

■ 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。

看板メニューは「地魚海鮮丼」です。富山米の新品種である富富富やトラフ

グ、カワハギ、やりいか、目鯛、メジマグロ等、富山湾で水揚げされた旬の魚
をふんだんに使用した地元の素材があふれた海鮮丼となっておりま

す。さらに、自家製の味噌を使用した「牛もつ鍋」もおすすめで
す。また、これらのメニューに限らず、毎朝新湊や氷見の漁港に出
かけ、できる限り質の高い地産地消にこだわった手作りの料理を提
供しようと心掛けております。

これからは、堀岡地区にて養殖されたサクラマスを使用した押

し寿司や、トラフグを使用した料理にもチャレンジしたい、と思っ
ています。

アピールポイントは？
私は、魚の切り方にも力を入れております。

包丁の入れ方で触感が変わり、味覚にも影響します。そのた

め、少しでも料理を楽しく美味しく味わっていただけるように
工夫しております。

おすすめは薔薇のお寿司ケーキです。

お誕生日等のお祝いごとにいかがでしょう
か。ぜひご予約をお待ちしております。

掲載企業を募集しています
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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〉

