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1.優良従業員 51名が表彰されます。 
2 月 24 日（金）に開催された経営労務委員会にて、第 39 回優良従業員表彰の選考について審議され

51 名の方が表彰されることになりました。5 月 23 日（火）にホテルニューオータニ高岡で、優良従

業員表彰式が行われます。受賞者は下表の通りです。おめでとうございます。 

No 会社名 氏名 No 会社名 氏名 No 会社名 氏名 

1 三協立山㈱ﾀﾃﾔﾏｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ社 荒井  秋生 18 ㈱カシイ 平野  千春 35 協和紙工業㈱ 大川  二郎 

2 ㈱北国工業 加治  睦夫  19 三協立山㈱三協アルミ社 森田  浩之 36 浦島建材㈱ 河合美恵子 

3 三精工業㈱ 車谷  信之 20 ㈱大和産商 四十九典子 37 ㈱旭東機械製作所 本村  一貴 

4 協立アルミ㈱ 荒岡  秋二 21 ＳＴメタルズ㈱ 大西  保成 38 北星ゴム工業㈱ 川端  芳英 

5 ＳＴ物流サービス㈱ 大源  栄吉 22 丸文通商㈱富山支店 梅沢  和弥 39 ㈱高岡ケージ工業 竹村  浩志 

6 宮越工芸㈱ 豊本  紀浩 23 三芝硝材㈱ 入井  由紀 40 三協テック㈱富山 沢 田  茂 

7 ㈱ヤマシタ 佐渡  明仁 24 ㈱マスオカ 佐伯  秀樹 41 戸出化成㈱ 中村  知也 

8 北日アルミ建材工業㈱ 油谷  定雄 25 ㈱ナガエ 酒井  啓至 42 サンクリエイト㈱ 岡 本  毅 

9 ㈱エスケーシー 小幡  和彦 26 三協ワシメタル㈱ 濱手  栄治 43 ㈱竹中製作所 中田  優美 

10 アイシン軽金属㈱ 竹林龍太郎 27 ㈱三栄 田屋  誠司 44 新光硝子工業㈱ 庄谷  宗久 

11 ㈱広上製作所 谷内  壮行 28 ㈱高畠 丸田  浩史 45 ㈱広瀬アルミ 上田  輝征 

12 ㈱三輝 能原  和美 29 ㈱タケシタ 小 川  徹 46 北陸アルミニウム㈱ 大源  隆司 

13 ヤマダアルミ建材㈱ 高村  晋一 30 富源商事㈱ 宮野  泰嘉 47 松栄金属㈱ 根尾美千代 

14 ㈱三和製作所 小林  睦子 31 協同アルミ㈱ 澤井  孝之 48 大栄建材㈱ 小池  広美 

15 三協立山㈱三協マテリアル社 竹坊  幸一 32 中越ロジスティックス㈱ 杉本  雅昭 49 ゼオンノース㈱ 小野田和也 

16 ㈱新日軽北陸 國分  誠之 33 ㈱丸協 伊井  崇雅 50 エムエーコーポレション㈱ 堂 尻  孝 

17 三協化成㈱ 社内  昭夫 34 ㈱トナミ産業 熊野  義洋 51 サンエツ運輸㈱ 谷山剣太郎 

（勤続年数順）             

 

2. 運営委員会・理事会を開催しました。 
3 月 14 日(火)に運営委員会を開催しました。平成 28 年度事業報告並びに決算見込みについて報告し

ました。また平成 29年度事業計画（案）及び収支予算（案）についても審議されました。平成 29年度

事業計画（案）では、アルミ産業の技術を基にした会員企業の新たな事業分野進出に向け、産学官が連

携する技術構築の機会創出や商材の付加価値を高める情報提供を推進する事となりました。 

3 月 24 日(金)に理事会を開催しました。平成 29 年度事業計画(案)並びに収支予算（案）について審

議、承認されました。また役員選任についても審議、承認されました 

 

3. 株式会社ユニゾーンを見学しました。 

 
3 月 6 日(月)に会員研修会として、株式会社ユニゾーンを見

学しました。自動車、機械部品、電気部品など幅広く多種多様

な工業製品の表面処理工程を見学させて頂きました。高品質、

短納期、を目指されており大変勉強になりました。参加者は 25

名でした。 

一般社団法人  

富山県アルミ産業協会 
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4.商材・技術提案をしていただきました。 

3 月 16日（木）に地元会員企業の商材・技術を高岡市技能職員に

知っていただく事を目的に、高岡市役所 8F大会議室で建設技術協会

講演会が開催されました。 

富源商事㈱から「アルミ屋根材」をテーマにカタログ配布とサン

プル説明を説明して頂きました。関心を持たれた提案会となりまし

た。来年度も継続してまいります。 

 

 

5.４月行事予定 

◆4月 4日（火） 9：00 新入社員セミナー「マナー」 （ポリテクセンター富山） 

◆4月 5日（水） 9：00 新入社員セミナー「安全衛生」 （ポリテクセンター富山） 

◆4月 6、7、10日 9：00 新入社員セミナー「アルミ建材加工組立技術」 （ポリテクセンター富山） 

◆4月 20日（木） 1２：00 ４月例会 講師 射水市 夏野市長 （高岡商工ビル 10F） 
 

6.お知らせ 

 

☆とやま中小企業チャレンジファンド 
県及び県内 11 金融機関の連携により、新世紀産業機構に設置した総額 150 億円のファンド運用益を活用し、

富山県内中小企業による新商品開発や販路開拓等の積極的な取組みを支援されます。 

・ものづくり研究開発支援事業；新商品・新技術の研究開発等による競争力強化の取組み  

・プラン公募型起業家誘致事業；新商品・新サービスの研究開発及びその事業化を行うビジネスプラン 

・ビジネス対応ビジネス支援事業；交通基盤の拡充に関連して行う事業 

・販路開拓挑戦応募事業；販路開拓を支援するため展示会や見本市への出展等の事業計画の募集 

・小さな元気企業応援事業；小規模企業者を対象とした商品開発や販路開拓等の事業計画の募集 

締 切：平成 2９年 4 月 21 日（木）17:00 必着 

問合先：（公財）富山県新世紀産業機構 企画管理課  Tel 076-444-5600 

☆第４回 高機能 金属展 
鉄鋼・非鉄産業 日本最大の国際商談展 

日 時：平成 2９年 4 月５日（水）～７日（金）1０:00～18:00 

会 場：東京ビッグサイト 東１～８ホール 

入場料：無料（要登録） 

問合先：高機能  金属展事務局 Tel 03-3349-8568 

☆INTERMOLD2017／金型展 2017 
 「最先端の金型加工と成型加工技術」の専門見本市として、金型の設計・製造から金属プレス・プラスチック

成型に至る一連の工程を網羅。日本のモノづくりを支える素形材産業の最新情報を発信。 

日 時：平成 29 年 4 月 12 日（水）～15 日（土）1０:00～17:00  

会 場：東京ビッグサイト 東 5・６ホール 

入場料：1,000 円（事前登録者無料） 

問合先：インターモールド振興会 Tel 06-6944-9911 

☆「富山県ものづくり総合見本市 2017」出展募集のご案内 
富山産業展示館（テクノホール）にて新展示場オープニングイベントとして「富山県ものづくり総合見本市」

が開催されます。県内外の、海外のものづくり技術や製品を展示し、経済交流の促進をはかると共に、県民にも

のづくり技術を紹介することを目的としています。  

出展形態：独立タイプ 出展者ごとに独立した出展ブース 

開催日：平成２９年度 10 月 26 日（木）～28 日（土） 

締 切：平成 29 年５月３１日（水） 

問合先：㈱ジェックコンサルト内 

「富山県ものづくり総合見本市 2017」事務局 Tel 076-482-3224 


