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1.先進地企業視察を実施いたしました。 

10 月 18 日（水）・19 日（木）に、先進地企業視察を実施いたしました。18

日は、三重県四日市市楠町の「㈱宮﨑本店」を訪問、酒造工程では精米～蒸米・

麹～上槽工程など見学。酒蔵として他社にはないビジネスモデルとしての事業

の取り組みについて紹介を受けました。19 日は、岐阜県美濃加茂市蜂屋町の

「ヤマザキマザック（株）美濃加茂製作所」にて、工作機械の部品加工工程～

組立工程や無人化加工ラインやソリューションルーム・ショールーム等見学。

「３D プリンター・切削加工」「摩擦撹拌接合・切削加工」などの複合形状の

高精密加工により付加価値のあるものづくりを視察しました。参加者は 22 名でした。 

2. 10月例会が開催されました。 

10 月 27 日（金）に 10 月例会が開催され、HILLTOP（株）副社長 山本昌

作氏に「楽しくなければ仕事じゃない」と題してご講演いただきました。 

5 名の鉄工所から脱下請けし、今日の「世界企業の試作ニーズに応える企業」

に発展させ、自らの体験談を交えお話しいただきました。最近では、先進医療

分野で無針注射器やだ液でインフルエンザウイルスを１０分で検出する PCR

などを試作。「中小企業の生き残り策」の具体的事例を含め非常に分かり易く、

聞かせていただきました。参加者は 45 名でした。 

3.各委員会が開催されました。 
10 月 30 日（月）に経営労務委員会、10 月 31 日（火）に総務広報委員会が開催されました。各委員会で

は所轄事業の上期実績及び下期行事予定を審議していただきました。また、今後の事業計画についても討議

いただきました。 

4.「富山県ものづくり総合見本市 2017」開催されました。 
「富山県ものづくり総合見本市 2017」が 10 月 26 日（木）～28 日（土）の 3 日間、富山市産業展示館（テ

クノホール）を会場に国内外から過去最多 440 企業・団体が参加し、開催されました。富山県のものづくり

技術や商品を発信しました。また大学・高専の学生や高校生等、約 1250 名が会場を回る企業研究ラリーも

行われ、地元ものづくり産業の魅力に触れました。企業連携の自動車連携ブース・高岡東五位連携ブース・

公共景観ブースなどに当協会会員企業 17 社の出展があり、来場者は 24,500 人でした。 

 

5.11月度行事予定 
◆11月 1日（水） 16：00 技能技術委員会 高岡商工ビル  501 

◆11月 7日（火） 16：00 運営委員会 高岡商工ビル  503 

◆11月 17日（金） 13：10 第 8 回アルミ用途開発講演会 富山県工業技術センター 技術開発館ホール 
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6.お知らせ  

 

☆IT活用セミナー＆個別相談会 
IT 活用セミナーと個別相談会の同時開催 

期 間  ：2017 年 11 月 13 日（月） 基調講演:13:30～15:00 個別経営相談:10:00～17:00 

会 場  ：（株）富山県総合情報センター（富山市高田 527 番地） １Ｆセミナー室 

基調講演 ：「中小企業の戦略的 IT 活用」㈱レジェンド・パートナーズ 取締役会長 海老根 智仁氏 

入場料  ：無料 （基調講演・個別相談は事前予約要） 

問合先  ：（公財）富山県新世紀産業機構 富山県よろず支援拠点 TEL 076-444-5605 

☆平成 29年度秋期講演会・中堅企業支援セミナー開催 
一般社団法人軽金属学会北陸支部平成 29 年度秋期講演会・中堅企業支援セミナーを同時開催 

期 間  ：2017 年 11 月 16 日（木） 13:30～16:20  懇親会（会費 3,000 円）：16:30 ～18:00 

会 場  ：高岡ＪＡ会館 7 階大ホール（高岡市あわら町１－１） 

招待講演 ：「アルミに適用可能な接合技術」 13:35～14:35  

      株式会社ＵＡＣＪ技術開発研究所 第７研究部 主査 福田 敏彦氏 

      「構造用材料の溶接および溶接技術について（仮題）」 14:50～15:50  

      株式会社ダイヘン 溶接事業部 恵良 哲生氏 

企業発表 ：「飲料缶蓋のリベット形状に及ぼすアルミニウム合金板諸特性の影響」 

      株式会社ＵＡＣＪ 技術開発研究所 缶材料開発センター 森 亮太氏 

入場料  ：講演会無料  懇親会：会費 3,000 円          

問合先  ：（一社）軽金属学会北陸支部事務局   TEL 076-445-6840 

☆IoT活用セミナー 
IoT で製造業を強くする IoT 活用セミナー開催 

期 間  ：2017 年 11 月 24 日（金）  講演 13:30～17:00  

会 場  ：高岡商工ビル ４階会議室 

講 演  ：「中小製造業におけるＩＴカイゼンのススメ」 

      電化皮膜工業㈱ 営業品質マネージャー 廣門 伸治氏 

      「こだわりのＱＣＤ追及による“ものづくりへの生産革新活動”」   

      株式会社富士通ＩＴプロダクツ 執行役員 丹波 和幸氏 

      「ノウハウ伝承職人 ソフト紹介」   

      中部工営株式会社 ソリューション部門 取締役 中嶋 浩一氏        

入場料  ：無料  先着 50 名    

問合先  ：一般財団法人北陸経済研究所   TEL 076-433-1134 

☆第 16回ＱＣサークル経営者フォーラム 
ＱＣサークル北陸支部富山地区主催のＱＣサークル経営者フォーラムの開催 

期 間  ：2017 年 11 月 27 日（月）13:00～18:20 懇親会：16:50～ 18:20 

会 場  ：ホテルグランテラス富山（フォーラム：4 階 祥雲 懇親会：３Ｆ清風）富山市桜橋通り 2-28 

基調講演 ：「当社の構造改革について」 

      株式会社タカギセイコー 代表取締役社長 八十島 清吉氏 

      基調講演後、富山地区活動紹介・情報交換・懇親会 

入場料  ：フオーラム 6,000 円 フォーラム+懇親会 12,000 円（要事前登録） 

問合先  ：ＱＣサークル北陸支部富山地区事務局 TEL 0766-82-8808 

☆ 中小企業 新ものづくり・新サービス展（大阪会場） 
ものづくり補助事業成果発表・ビジネスマッチング会の開催 

期 間  ：2017 年 11 月 28 日（火）13:00～17:00／29 日（水）10:00～17:00／30 日（木）10:00～16:00 

会 場  ：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北 1-5-102）６号館Ａ、Ｂゾーン 

入場料  ：無料（ＨＰによる要事前登録制・会場前での登録制） 

問合先  ：「中小企業 新ものづくり・新サービス展」運営事務局 TEL 03-5510-7656 

☆ SAMPE JAPAN 先端材料技術展２０１７ 
自動車、航空、ロボットなど様々な分野で利用される先端材料、技術を一堂に展示 

期 間  ：2017 年 11 月 29 日（水）～12 月 1 日（金）10:00～17:00 

会 場  ：東京ビックサイト（東京都江東区有明 3 丁目１１－１） 東７ホール 

入場料  ：1,000円（要事前登録者は無料） 

問合先  ：日刊工業新聞社 業務局 イベント事業部 TEL 03-5644-7221 


