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・福光地区１位
　　　福光どんぐり保育園父母の会

・福野地区１位
　　　福野青葉幼稚園青葉会

・井波地区１位
　　　寺子こどもえん

・城端地区１位
　　　ガールスカウト富山県第２団

　南砺市商工会は、子育て支援として登録頂いている支援団体
78団体の皆さんへ活動費にご利用頂くため、支援金を年 2 回
贈呈しています。
　このたび、上期（Ｈ28. 2月～Ｈ28. 7月）分として、対象になっ
た66団体へ総額30万 9 千円を「なんと共通商品券等」にて贈呈
いたしました。
　この事業は、子育て支援とより多くの子育て世代の方々が商
店街やショッピングセンターへ足を運ぶことにより、売上向上と
賑わい創出を図ることを目的に、平成23年度 9月より南砺市商
工会にて実施しています。
　市内約240店舗の協力店にてお買い物頂いた、レシートや子育て支援券を協力店等に設置されているレシー
トポストの支援したい登録支援団体（子供達のグループ）へ投函することによって、レシート金額・枚数に応
じ、支援金を支給しております。
　また、去る 8月29日（月）には、各地区の支援金額 1位のグループの方々にお集まり頂き、支援金の贈呈式
を開催いたしました。
　贈呈式では、南砺市商工会商業・サービス業部会の久恵龍三部会長より、参加の支援団体の方々へ支援金
の贈呈が行われ、各支援団体の皆様から感謝の言葉を頂きました。次回の贈呈式は 2月を予定しています。

事 業 所 名 代 　 表 　 者 業 　 　 　 種
一藤 藤　坂　淳　一 土木工事業
カイロプラクティック  わたなべ 渡　辺　美智子 あん摩マッサージ指圧師
美容室　nico nico 今　井　明　美 美容業

事 業 所 名 代 　 表 　 者 業 　 　 　 種
米澤塗装 米　澤　　　純 塗装業
ｻﾝ･ｴｸｽﾃﾘｱ㈱ 福光店 上　野　保　夫 建設業

新入会員名簿新入会員名簿 ・・・入会ありがとうございます！・・・・・・入会ありがとうございます！・・・
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南砺市商工会同友会総会 平成28年 7月 5日（火）　 　　　　　福光会館　会議室開催日時 開催場所　

　南砺市商工同友会通常総会が７月５日（火）福光会館会議室で開催された。
　冒頭、野村会長は本会の財政状況は極めて厳しいものとなっており、ことし一年を
かけて改善の努力をしたいと開会挨拶で述べた。

　議事に入り第一号議案　平成27年度事業
報告書並びに収支決算書承認の件、第二号
議案　平成28年度事業計画書（案）、収支
予算書（案）並びに会費賦課徴収方法決定の件について異議なく承認
された。続く第三号議案　南砺市商工同友会規約の一部改正の件、第
四号議案　役員定数変更に伴う役員の追加ならびに一部役員辞任に
伴う補充の件が一括上程され、部会の支部長と本会の会長とを兼任し
ないケースが県内の同友会でも多くなってきたため理事の定数３名を
若干名と改めたい。具体的には私、野村は福光の支部長も兼ねていた
がこの度６月の福光支部総会で山本均氏に支部長をバトンタッチし
た。会場から「なんのために行うのか」といった質問も有ったが説明の
結果、拍手で承認された。

福祉共済「生命」保障加入福祉共済「生命」保障加入
全国第3位に輝く！！全国第3位に輝く！！

　この度南砺市商工会は、昨年度よりスタートした福祉
共済「生命」保障の部で加入実績全国第３位となり、去る
７月22日(金)に東京浅草ビューホテルで開催された、全
国商工会連合会の推進事例研究会の席上その栄誉に浴
し、感謝状を贈呈された。

同友会役員名簿

会　長 野村   　守（県副会長）
副会長 上田　英夫（利賀村）
理　事（新） 種部　栄治（福　野）
理　事（新） 山本　　均（福　光）
理　事 加藤　考一（城　端）
理　事 出島　武晴（五箇山）
監　事 茂利　　徹（井　波）

南砺市商工会

　平成28年6月15（水）南砺市商工会館に
て、富山県よろず支援拠点なんとサテラ
イトオフィス開設記念セミナーが開催さ
れた。本セミナーの講師に赤城乳業㈱ 監
査役 鈴木政次氏をお招きし、「ガリガリ
君に学ぶ、強小カンパニーの作り方」と
題し、市内外から約60名が参加した。鈴
木氏の商品開発における戦略の解説を受
けた。記念セミナー終了後、富山県よろ
ず支援拠点スタッフによる、支援事例の
紹介も行われた。

開催！！
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　平成28年6月19日（日）、富山市の北陸電力総合運動公園
にて、商工会青年部対抗ソフトボール大会が開催されました。
県内の商工会青年部14チームが出場し、南砺市商工会青年部
は南砺市A・南砺市Bの2チームに分かれて出場しました。
　なんと、南砺市Bチームが優勝、南砺市Aチームが準優勝と
いう、これ以上無い最高の結果と得ることができました。南
砺市商工会青年部としては一昨年、昨年の優勝に引き続き、
３連覇という偉業を成し遂げました。

　平成28年7月19日（火）、富山市の富山県中小企業研修
センターにて、商工会青年部主張発表県大会が開催され
ました。呉西ブロック大会で代表に選ばれた南砺市商工
会青年部五箇山支部の藤井昭平さんが出場されました。
　世界遺産五箇山での飲食店を経営する中で、商工会青
年部の人脈やつながりを通じて困難を乗り越え、さらに
五箇山地域を盛り上げたいという、熱い思いを発表され
ました。
　結果、藤井さんは見事に優秀賞を受賞！！惜しくも中部
ブロック商工会青年部主張発表大会への出場は逃しまし
たが、地域への愛が感じられる素晴らしい発表でした。

　県内４ブロック（新川・富山・射水高岡・砺波）の商工会女
性部の代表が女性部活動への参加及び地域振興とまちづくり
をテーマに発表しました。
　砺波ブロック代表として南砺市商工会女性部からは井口支
部長の脊戸川康子さんが出場され、おもてなし交流事業への
取り組みとこれからの展望について熱く語られました。
　審査の結果、優秀賞をいただきました。

7月11日（月）富山県中小企業研修センター

　７月３日～５日、女性部員19名の参加で２泊３日の旅へと出
発しました。１日目は富岡製糸場、こんにゃくパークの見学。
２日目は華厳の滝、日光東照宮の見学。３日目は山古志商工
会女性部との交流と盛りだくさんの日程でした。
　震災からの山古志の姿を伝える「復興交流館おらたる」で
は商工会長自ら案内説明をいただき復興した山古志地域の
人々の力強い姿や想いを感じました。

　平成28年8月23日、中部ブロック商工会青年部連合会交流研修会が三重県四
日市市にて開催。研修会の折、商工会青年部全国大会顕彰授与式が開催され、
中部ブロック商工会青年部の代表として、福野支部：柴田昌尚氏が、「ネットワー
クづくり部門」において顕彰授与となった。柴田氏は、南砺市商工会青年部発足
後の平成21年より副部長に就任。平成23年からは2代目部長として、内部組織
の強化のみならず行政機関や地域とのネットワークづくりに尽力された。現体
制化でも商工会青年部相談役として「この町で生まれ、この町で育った私達こそ
がこの地域を盛り上げて行く」と熱い想いを発信し続けている。柴田氏の功績
に恥じないよう、青年部一丸となり、南砺市を盛り上げていきます。
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テーマ

事業所 業　種代表者

既設の大型４軸加工機を活用し最新CAD,CAMを導入することによる
アンダー形状加工の実現
㈱カワベ 輸送用機械、器具製造業川辺　清

【企業概要】
　当社は創業以来、自動車射出成型プラスチック金型の
部品加工を生業としており、自動車用バンパー等の大型部
品の金型を設計から切削、放電加工まで自社で一貫製造
できる事が強みである。近年新たに航空機治具部品産業
へも参入している。

【事業概要】
　航空機治具部品において、高額の五軸加工機を用いな
ければ切削加工不可能な加工品の受注が課題となってい
る。そこで最新CAD、CAMを活用する事と加工方法を工
夫する事で既存の大型４軸加工機で求められる加工（ア
ンダー形状加工）を実現し受注量増加、売上増加を図る。
課題の加工対応の為、
①段取り時の加工物設置を縦長に工夫。
②テーブルの９０度回転でアンダー形状加工面を主軸に
向かせる。
③CAD,CAMソフトの「位置決め５軸機能」を活用。一度
の加工物設置及び加工プログラム設定で自動運転加工
にて同時４軸５軸加工を行い、高い加工精度が要求され
る航空機産業で事業拡大を目指す。

【事業の効果】
　大型５軸機械を所有しておらず、航空機製品の治具部
品受注でアンダー形状以外の加工を請負っている。この
加工が可能となれば全行程が受注可能となり、加工賃も
アップできる。加えて自動運転による加工で、夜間、休日を
利用しての機械稼働が可能、生産性向上へ繋がる。更に
最新ソフトにより一般加工でも加工時間の短縮が図られ
大きな費用対効果をもたらす。
　航空機産業は多
品種少量生産な上
に高額な設備が必
要であり、厳しい法
規制、品質管理が
ある為に容易には
新興国に受注を取
られないと予想。航
空機部品の売上比
率を上げて、伸び悩
む売上の拡大を図
っていきたい。

ものづくり・商業・サービス業革新補助金採択事例紹介ものづくり・商業・サービス業革新補助金採択事例紹介

福光
地域

対象経費の区分 補助上限額
（補助下限額）

3,000万円
 （100万円）

補助率

第四次産業革命型
機械装置費、技術導入日、
運搬費、専門家経費

現在、国会審議中の「平成28年度第2次補正予算」の成立が前提であり、今後、内容等が変更になることも
ありますので、予めご了承ください。

1,000万円
 （100万円）

一般型（※）
機械装置費、技術導入費、
運搬費、専門家経費

　500万円
 （100万円）

小規模型（※）
機械装置費、原材料費、
技術導入費、外注加工費、
委託費、知的財産権等県
連経費、運搬費、専門家経
費、クラウド利用費

補助対象
経費の
３分の２
以内

1

2

3

１. 補助対象事業 3. 補助対象経費と補助率
　国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い
経済を構築するため、経営力向上に資する革新的サービ
ス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための
設備投資等の経費の一部を補助。

2. 補助対象者
　認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中
小企業・小規模事業者であり、以下の要件のいずれかを
満たす者。
●「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイド
ライン」で示された方法で行う革新的なサービスの
創出・サービス提供プロセスの改善であり、３～５年
で、「付加価値額年率３％及び「経常利益」年率１％
の向上を達成できる計画であること。または、「中小
ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技
術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの
改善を行い、生産性を向上される計画であること。

平成28年度補正予算

「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援事業」の補助要件等について！！

※一般型および小規模型は、下記の要件を満たす場合に限り、以下の上限額を適用。
・経営力向上計画の認定を受け、雇用・賃金を増やす計画に基づく取組
　補助上限額　倍増
・上記取組に加え、さらに最低賃金引上げの影響を受ける場合
　補助上限額　さらに1.5倍（上記と併せ補助上限は3倍）

KBTｰ15A
X3000　Ｙ2500　Z2000　積載15T
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日本政策金融公庫の制度資金

第２期分の労働保険料は、
11月14日（月）に指定口座より
引落となっております。

労働保険料
口座振替のお知らせ

1.30％1.30％
●支払利息の1/2以内（24ヶ月）が南砺市より利子補給されます。

融資限度額
2,000万円

イベント名 開催場所 開 催 日 時　　間 地　　区

南砺市イベント情報

?
※詳細については、最寄りの商工会事務所までお問い合わせ下さい。

もみじに舞う  こきりこ こきりこ館 10/8（土）～9（日）
10/15（土） 13：30～14：30 五箇山地区

ど～んと利賀の山祭り 利賀村  そばの郷 10/15（土）～16（日） 10：00～16：00 利賀村地区

福光まちなか文化祭 福光中心商店街 10/23（日） 9：30～16：30 福光地区

百緑商店街 福光中心商店街 10/23（日） 9：30～16：30 福光地区

いなみ物産フェア 木彫りの里 11/3（木・祝）～6（日） 9：00～17：00
　　最終日16：00 井波地区

第16回なんと彩菜まつり 城端地域一円 10/29（土）～30（日） 10：00～16：00 城端地区

バットの町福光小学生
リアル野球盤大会 福光公園グランド 10/23（日） 9：00～ 福光地区

正解者の中から
抽選の上、

なんと共通商品券
3000円分を
3名の方に

プレゼント致します。

当選者は12月号にて
発表させていただきます。（ （

住所、氏名、年齢、事業所名、
回答を明記の上、下記の住所
までお葉書にて、ご応募下さい。
〆切は、10月末日。

南砺市商工会
〒939-1576 南砺市やかた324

応募方法 第37号　頭の体操クイズの答え
①　水　　　②木の葉
③木曜日　　④耕運機

以上 2名様
ご当選おめでとうございます。

以上 2名様
ご当選おめでとうございます。

当選者の 発 表
嶋　　智恵　様（城端地区）
小西　信子　様（井波地区）

なぞ なぞ頭の体操

①1日に２回あるのに、１年に
　　１回しかないものは、なんだ？

??②誰も触っていないのに??　　グルグル回る本ってなんだ？??③大きくなるとだんだん??
　　小さくなるものってなんだ？
??

会員交流大会開催のご案内会員交流大会開催のご案内第8回

日　時

会　場

日　程

10月7日（金） 午後３時　受付 ： 午後2時～
ヘリオス（式典・記念講演）　ア・ミューホール
・ 式　　典　　午後3時～
・ 記念講演　　午後3時50分～5時20分

・ 交流パーティー　午後5時50分～
東北福祉大学 特任教授 / 
県立広島大学 客員教授

福岡政行氏
「どうなる日本！」
　～今後の政治・経済・外交～

講演テーマ

（交流パーティー）

講 師

マル経利率の
お知らせ
マル経利率の
お知らせ

平成28年10月3日発行
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組合員の皆様へ

地震などの天災による
損害も補償する！
地震などの天災による
損害も補償する！

事業再開時には
迅速に共済金を
お支払いします！

事業再開時には
迅速に共済金を
お支払いします！

最寄りの商工会事務所にお問い合わせください最寄りの商工会事務所にお問い合わせください

個別詳細につきましては
共済募集担当者に
お問い合わせください。
詳しいパンフレットを
用意しております。

個別詳細につきましては
共済募集担当者に
お問い合わせください。
詳しいパンフレットを
用意しております。

被災時の不安…
事業再開に必要な
資金をどう捻出？！

被災時の不安…
事業再開に必要な
資金をどう捻出？！

地震・津波、台風の時も対応でき、
事業再開にかかる費用にお使い
いただけます！！

地震・津波、台風の時も対応でき、
事業再開にかかる費用にお使い
いただけます！！

休業対応応援共済休業対応応援共済

お問い合わせお問い合わせ

新発売！

、
い
でき、でき、
いいい

！！！！！！

個個
共共
おお
詳
用用
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