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石澤全国連
会長の講演

開会挨拶
会挨拶

会員交流大会

▲優良技能者表彰

第1回 「会員交流大会」盛況に開催される！
10月26日（月）福光中央会館５階大ホールに於いて、会員同士の交流、情報交換、ネットワーク拡大
などを目的に、第１回会員交流大会が行われた。
第1部は、花島副会長が開会挨拶の後、優良技能者11名と優良従業員52名を表彰し、受賞者を代表して
川田工業株式会社の斉藤栄一郎さんが謝辞を述べた。
第2部では、全国商工会連合会長で、富山県商工会連合会長 石澤 義文氏の記念講演があり、経済情勢
の厳しい今こそ、中小・小規模事業者への巡回訪問によるきめ細かな経営支援の徹底と地域コミュニティ
ーの維持に努め、地域に根を張った商工会組織の強化をめざされたいと熱く語られた。
その後、2階ホールへ移動しての交流パーティーでは、田中幹夫南砺市長からお祝いの挨拶と乾杯の
後、会員同士がテーブルを移動して歓談、交流を深めた。
※受賞者名簿は2面に掲載
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第１回 会員交流大会 被表彰者名簿
【優良技能者】
事 業 所 名

氏

名

中越鉄工㈱

坂井

川田工業㈱

斉藤栄一郎

㈱ロゼフテクノロジー

塩崎

宏二

㈱ディエスケイ

山本

嘉則

梅本建設工業㈱

久恵

欣紀

サンクリエイト㈱

橋本紀代則

中越産業㈱

野松

健志

三協立山アルミ㈱福野工場

林

武憲

ライフサービス㈱

橋場

正臣

㈲松田電機店

松田

洋一

シンエイサッシ

高畠

裕也

勤

▲受賞者代表謝辞

【優良従業員】
事 業 所 名

氏

名

事 業 所 名

名

アートキューブイシサキ

京角志津香

㈱ロゼフテクノロジー

米道

雅人

㈱旭工業

吉田

孝義

第一交易㈱

窪田

宗宏

㈲石田自動車内張

土田

哲史

㈲山田文華堂

吉田

正

㈱オヤマ自動車

南部

悦子

川田建設㈱北陸支店

宮本

順子

㈱かな和工業

酒井

輝吉

サンリード㈱

金森

公男

㈱喜八食品

本田

俊子

となみ衛星通信テレビ㈱

浅谷

一寛

協立アルミ㈱

安丸

朝子

三協立山アルミ㈱福野工場

坪本

正樹

㈱ホーエ

水木

亮

井波大建工業㈱

中道

利光

三協立山アルミ㈱福光工場

松村

達哉

井波大建工業㈱

野原

邦明

三光合成㈱富山工場

大谷

兼正

砺波重機㈱

斉藤

公江

三和食品㈱

瀬田

博子

東洋紡績㈱富山事業所井波工場

中山つよい
薮

京子
由美

㈱タカギセイコー福光工場

中尾

雅昭

東洋紡績㈱富山事業所井波工場

チューモク㈱

角尾

直樹

㈱ニューレディ

古川

日の出屋製菓産業㈱

山口富三子

㈱ニューレディ

青能千恵子

㈱ファイン電子

吉江

佳代

東レ・テキスタイル㈱井波工場

上野

恵子

㈱ふくみつ華山温泉

西村

清美

タカハタ工業㈱

岡田

恵巳

㈱北越

井口

明美

勝星産業㈱

前田

厚子

川田工業㈱

佐々木

井波地域建築組合

源

克弥

アルカスコーポレーション㈱

岩崎

晶子

医療法人社団嘉奉会 松田外科医院

瀬川

正人

㈱ファブリカセンイ

吉川

幸代

なんと農業協同組合

湯浅

哲也

ヤマキ工業㈱

山本

正夫

㈱サンセイキ

上野みのる

㈱ディエスケイ

沼沢光太朗

ケーシーアイ・ワープニット㈱

坂下

剛

㈱ファブリカトヤマ福野第2工場

野原

剛

城端アルミニウム工業㈱

河畑

輝雄

㈱ファブリカトヤマ福野第2工場

西島

一滋

㈱池田組

高江

宗正

コマツＮＴＣ㈱

岡田

久之

れすとらん くろば

竹中

英樹

コマツＮＴＣ㈱

河合

正栄

野原建設㈱

野原

和也

学

受賞おめでとうございました！
2

氏

平成21年12月1日発行

地域連携拠点事業事例紹介

〜空中花壇〜
雅環境造形
南砺市福野1328−1 ☎0763−22−2874
◆代表 河合 基行 ◆業種 造園業

経営革新計画の認定を受けて
当事業所は、昭和47年の創業以来、近隣を商圏に個
人の庭園工事・管理を中心に事業を展開。京都で修行
してきた技術を基に顧客の要望に応え、小規模ながら
着実に事業を拡大してきた。しかし、近年、建設業界
の低迷や顧客の価値観の変化、人口減等により、平成
17年度以降売上は減少傾向にある。
そこで、従来から妻が事業の傍ら手掛けていたハン
キングバスケットによる花の提供に着目した。
花の植栽には、いくつかの方法があるが、ハンキン
グバスケットは根を活かしたまま植栽し、花の持つ美

しさを長期間維持できることや特殊な容器を利用する
ことで立体的に飾れ、その点がフラワーアレンジメン
トとは異なる。
自社で製作したトレリス（花飾り台）は、木材を切
断し、商品化されない部分（廃材）を利用したもの
で、リサイクルにも貢献している。
また、トレリスの形態は顧客の要望に応じることも可
能であり、ハンキングバスケットに造園技術を加えた
新しい商品の提供を事業化することで、付加価値の拡
大を図っている。

花が人を呼び、人が人を呼ぶ
平成１８年に、石川県山中温泉で、「ゆげ街道花の路」の企画に参加し、
新規の顧客開拓として、花の好きな人をターゲットに温泉街で、花のデコレ
ーションを作るコンテストを実施。花のオブジェをバックに写真を撮るカッ
プルやコンテストに参加後も、オブジェを見に来たり、水やりに通ったり、
自慢したくて知り合いを連れてきたり、その人がまた噂を広げ、「ゆげ街
道」は花と人で溢れた。
今後の経営方針については、次男･三男の若い感性と培ってきた技術で、
商品の新たな生産や販売方式の導入を考えていきたいと語る。

〈ハンキングバスケットとは〉
イギリスで始まった歴史ある装飾園芸の技法。特に日本のような都市環境、狭い公共空間や個人の庭で、吊る
したり、掛けて楽しめるハンキングバスケットは最適な演出方法である。経営者の妻は、ハンキングバスケット
マスターの資格を県内で逸早く取得。庭づくりは、眺めるから使って楽しむへと多様化が進み、台所の傍にキッ
チンハーブを植えて、料理に利用するケースもある。

支 部 事 業 の 紹 介
南砺の秋まつりｉｎ吉祥寺
友好都市であり、東京でも買い物客
や学生で賑わう街として有名な武蔵野
市 吉 祥寺で、10月17〜18日の両日、
南砺市の観光資源、特産品の紹介と子
ども農山漁村体験活動の宣伝を行い、
２月のそば祭りへの市民ツアーが予定
されるなど、南砺市のＰＲに努めた。

百縁商店街
10月17日（土）福光商店街で、「 百縁商
店街」が初めて実施され、各商店街から84
店舗が参加。店頭にはアイデアを絞った目玉
商品がずらりと並び、多くの人々が商店街を
巡り買物を楽しんだ。にぎわい創出を目的に
山形県新庄 市で始まった「100円商店街」
事業は、県内で初の取り組みとなる。
昨年10月の視察以降、4月から実行委員
会を設け、6月には事業を仕掛けたＮＰＯ団
体 の 役 員を招き、
勉強 会を開いた。
中心市街地活性
化 策として今回の
成 果を検 証し、次
年 度 は 4・6・8・
10月 の ４回 開 催
する予定。

ごっつぉ里いもまつり
11月23日（祝）福野 体育館で、好
天にも恵まれ、大 勢 の 来場 者が里芋
料理 や 舞 台アトラクション を 楽しん
だ。里芋汁や田楽、里芋おはぎ、コロ
ッケ、ぜんざいに加えて、今回は里芋
プリンが新
たに発売さ
れ人気を
呼んだ。
まつり
は 、福 野 市
(いち)の里
振興協議
会が昭和61年から始め、今年は24回
目を 迎 え、秋の 恒 例 事 業 となって い
る。
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新連携への支援
■新連携とは何？
新連携とは、事業の分野を異にする複数の中小企業
が有機的に連携し、その経営資源を有効に組み合わせ
て、新しい事業活動を行うことにより、新たな分野の
開拓を図ることをいいます。
＊経営資源には、設備、技術、個人の有する知識及び技
能、その他の事業活動に活用される資源が含まれます。

南砺市商工会地域力連携拠点事業
≪連携体の態様≫
●中核となる中小企業（コア企業）が存在すること
●中小企業が主体的に参画していること
●参加事業者間での規約等により、役割分担、
責任体制等が明確化していること

■新連携の要件

■新連携のサポート体制、支援策

２者以上の異分野の中小企業が、それぞれの経営資
源を有効に組み合わせて、新たな事業分野の開拓を図
ります。共通しているのは、事業を構成している各社
がそれぞれの「強み」を持ち寄って連携し、新事業活
動にチャレンジしていることです。

◆サポート体制
○新連携支援地域戦略会議
商社や金融機関、メーカー出身者や経営コン
サルタントなど、ビジネスに精通し、様々な
ネットワークをもったプロジェクトマネージ
ャーが、新連携事業による新商品・新サービ
スの開発などの実施に当たり、さまざまなア
ドバイス･ノウハウの提供等、一貫した支援
を行います。

≪新事業活動≫
①新商品の開発または生産
②新役務の開発または提供
③商品の新たな生産または販売方式の導入
④役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな
事業活動
≪新事業分野開拓≫新たな需要が相当程度開拓されるもの
財務要件 １０年以内に融資返済、投資回収が可能な
持続的なキャッシュフローの確保

◆支援策
融資の優遇措置、信用保証の優遇措置、
補助金、投資の優遇措置
その他の優遇措置

部 会 活 動
商業・サービス部会
商業・サービス部会では、商工会内の連携並びに会員の
経営基盤の強化を図るため、以下の事業に取組むこととし
た。
１．商店経営診断と各種講習会の開催
２．中心市街地活性化事業の推進
３．商品券、ポイントカードの集約化への支援
（今後３年後を目途に実施の方向に向け、研究を行う）
４．店舗及び照明コンクール、サービスコンクールの実施
今年度の講習会は、「事業継承」をテーマに11月に
開催している。

建 設 部 会
建設部会では、11月に
「建設業セミナー」を開
催。環境をキーワードにし
た新分野の事例が紹介さ
れ、建設業の置かれている
厳しい現状からの脱却を訴
えた。
また、自治体の代替エネ
ルギー施策やゴミ減量化対策にもふれ、資源活用のシナリ
オをお話し願った。２部では建設助成金の説明があり、助
成金を活用、今後の雇用維持について受講した。
今年度は、このほか市の都市計画マスタープランの概要
説明会を予定している。
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工 業 部 会
工業部会では、本年度研修事業を柱に部会活動を実施す
ることを決定し、９月に「雇用助成金活用セミナー」、11
月に「省エネ対策セミナー」を開催した。
なお、２月には「Ｉ
ＳＯ内
部監査員養成セミナー」
を計画している。今後、
工業部会員へアンケート
を行い、会員ニーズを踏
まえて部会活動を実施す
ることとしている。

観 光 部 会
観光部会では、幹事会等で協議し、次の５つの方向性を
打ち出した。
１．合併して南砺市になったが、知名度が低く「南砺市」
のＰＲにブランドマークを活用して行っていく。
２．南砺市の産地品については、推奨シールの発行を地元
品取扱店については、のぼりの設置や取扱店ビラの表
示を行う。
３．産地品の推奨を地産地消の運動にからめて行って行く。
４．味めぐりマップの作成や買い食いクーポンの発行につ
いて検討する。
５．市の観光協会との連携を図っていく。
今後、この方向性を具現化して事業を実施することと
している。
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商工会の各種共済制度等のご案内
小規模企業共済
〜経営者にも退職金を！〜
・経営者の皆さんに退職金を！
・安心・確実な国の共済制度！
・掛金は全額所得控除で税制上のメリット満載！
○長年がんばっている自分へのごほうびだね
○経営者も退職金がもらえるなんて、嬉しい！
○無理のない掛金だから続けています
○この制度で事業資金も借りました
○節税にもなるってホント？
○国の制度で安心ね
小規模企業の個人事業主または会社役員の方が事業を
やめられたり、退職された場合に生活の安定や事業の再
建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度
で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

経営セーフティ共済
取引先の突然の倒産。
そんな時あなたを守る、安心の共済です。
●メリット１
最高3,200万円の共済金貸付が受けられます。
●メリット２
共済金の貸付は、無担保・無保証人です。
●メリット３
掛金総額が320万円になるまで、経費または損金に
算入できます。
●メリット４
一時貸付金制度も利用できます。
＊詳しくは、南砺市商工会へお問合せ下さい。

青年部・女性部活動
■全国商工会青年部連合会全国大会２００９富山県大会を開催！
11月11日（水）富山市オーバードホールを主会場に、全国から
約2,200人の青年部員が集まり、青年部全国大会が盛大に行われ
た。商工会青年部は富山県入善町で初めて設立された。
来年50周年を迎え、スローガンは「青年部生誕の地へいざ集ら
ん！一期一会」とし、交流を深めた。

■女性部日帰り研修会（近江八幡方面）
10月６日(火)に女性部員41名
が 参 加し、日帰り研 修 会を実 施
した。近江商人の三方良し（買い
手良し・世間 良し・売り手良し）
で知られる近江 八幡の町並みを
ガイドの説明に耳をかたむけな
がら散策。帰路、佐川美術館に立
ち寄り、素 晴らしい 美 術品を鑑
賞するなど、部員同士 の 交 流を
深めるよい機会となった。

■市長と語る会

■青年部資質向上講演会を開催！
11月19日（木）井波木
彫 り の 里「 創 遊 館 」で、
YOSAKOIソーラン祭り
組 織委員会・元専務理事
の 長 谷川岳氏から「街は
舞台だ！日本は変わる」と
題し、祭りの 生み の 親 が
語る地 域起こしの意義と
手法について学んだ。

11月10日(火)福野商工会館で、
女 性 部 主 催 に よ る「 市 長 と 語 る
会 」を行った。田中 市長 から市 政
報告をはじめ、観光・福祉など、南
砺市に対する熱い思いを伺い、求
めるだけでなく、行 政と市民が 一
緒に智恵を出し、汗をかく「協働の
まちづくり」によって、南砺市を魅
力ある街にしたいとの思いを強く
した。

■県女連対抗親睦ペタンク大会
11月26日（木）富山県総合体育センターで、合併後初め
ての大 会になり、混合チーム
４組が参加。南砺市Ａチーム
が３位入賞を果たした。
１位 津沢商工会
２位 庄川町商工会
３位 南砺市商工会
〃 上市商工会
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創業支援事例紹介
㈱エムアンドティ
南砺市城端4316−1 ＪＥＣビル3Ｆ ☎0763−62−5155
◆代表 松原 正和
◆業種 福祉用具貸与販売
◆創業 平成21年5月
◆URL http://www.m-t.co.jp/
◆創業動機

地元に根ざして、人の役に立つ仕事を
したいと思い、介護保険サービス（福祉
用具貸与販売業）を目指した。
◆店の名前
「住み慣れた地域で、安心して暮らせ
る社会の発展に貢献する」という理念
で、真心のＭ（エム）＆大志のＴ（テ
ィ）の頭文字を取って社名とした。
◆経験等
大学卒業後、７年近く測量会社に勤
務。その後医療機器会社に２年９ヶ月、
ホームヘルパーとして１年７ヶ月従事。
この間にヘルパー１級、福祉用具専門相
談員の資格と福祉住環境コーディネータ
ー２級を取得した。
◆家族の理解
最初は反対したが、地元で起業したい
との熱意を理解し、今はすごく応援して
くれている。
◆創業までの経緯
介護保険の指定を受けるには「法人の
設立」が必要であり、商工会に会社設立
等の指導を受け大変助かった。また、制
度融資（スタートアップ資金）を借りる
ことが出来た。

◆セールスポイント
笑顔をセールスポイントに、社長自ら
フットワークの軽さで、土・日、早朝・
夜も対応できることを強みとしている。
◆その他
商工会から奨められ、県新世紀産業機
構の「創業・ベンチャー挑戦応援事業」
の福祉用具貸与販売で対象の７件に選ば
れ、来年交付を受けることになり感謝し
ている。
今後は、ネット販売や商品開発にも力
を入れ、地道に着実に口コミを通し、介
護・福祉でお困りの方から「介護が楽に
なって助かるわ、連絡してよかった！」
と言われる存在になれるよう頑張りたい
と語る。

創業塾に参加しての感想！
創業後、商工会での「創業塾」に参加し、税務や経営、資金繰りのノウ
ハウなどをしっかり学ぶことができ、またやる気が出て来た。再確認す
る意味でも、講師の方々と知り合うこともでき、受講して良かった。
当社の取り扱う福祉用具・介護用品で、福祉・介護生活をサポート
し、地域貢献をめざしていきたい。

エキスパートバンクとは？
○技術と知恵を支援する制度です。
技術力が弱い。経営上の問題を解決したいが、
どうすればよ
いかわからない。このような問題でお困りの小規模企業を支援
するのが「エキスパート･バンク」制度です。
ご要望に応じて、
専門技術や技能について深い知識や経験を
持つ専門家を派遣し、
具体的・実践的な指導助言を行います。
①県内商工会地域の小規模企業（従業員２０人以下、
商業･サー
ビス業は５人以下）が対象となります。
②１テーマにつき１回目は無料、
２回目以降は一部負担となります。
③あなたの相談にあった専門家を秘密厳守で派遣します。
＊お問合わせは、南砺市商工会へご相談下さい。

新型インフルエンザ治癒証明書等
の意義に関する周知
地域の事業者等に対し、インフルエンザの軽症患者は、解熱
後２日を経過すれば、外出の自粛を終了することが可能である
と考えられており、従事者等の再出勤に先立って医療機関を受
診させ治癒証明書を取得させる意義はありません。
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「年末金融相談」の予告
年末の資金需要期を控え、
厳しい状況にある会員
企業の円滑な資金供給を図るため、
下記により相談
窓口を設置します。

◆開催日

12月29日・30日
９：００〜１５：００

◆場

所

南砺市商工会各事務所
（※井口は本部へご相談下さい）

「歳の大市」出店者募集！
◆と き １２月２７日(日) 早朝〜
◆ところ 南砺市福野 上町北駐車場他
〈申 込〉
１２月７日(月)まで商工会福野支部へ
お申込み下さい。
TEL ０７６３−２２−２５３６

