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1.運営委員会が開催されました。 

9 月 11 日（火）に運営委員会が開催されました。10 月・11 月の計画事業である「10 月例会」・「アルミ用

途開発講演会」の他、「高岡地場産業センターのアルミ展示コーナーの改修」・「共有型とやまものづくりＩＯ

Ｔプラットホーム」等の内容について審議、了承されました。報告事項としては、「富山県アルミコンソーシ

アム」の進捗状況・ものづくり産業支援機関「合同施設見学会」等の報告がされました。 

2.第 9 回アルミ用途開発講演会を開催します。 

第 9 回アルミ用途開発講演会を 11 月 16 日（金）13 時 10 分～開催します。 

・会 場  ：富山県産業技術研究開発センター ものづくり研究開発センター 技術開発館ホール 

・プログラム：講演①『 我が国のアルミ産業の現状と将来展望 』 

経済産業省 製造産業局 金属課 課長補佐           山本 茂 氏 

       講演②『 商用車を取り巻く環境の変化と材料から見た技術開発の動向 』 

いすゞ自動車株式会社 ＩＭ推進部 先行技術・試作実験Ｇ課長  茂泉 健 氏  

       講演③『 二輪車における軽金属の活用』  

ヤマハモーターエレクトロニクス株式会社 取締役 品質統括部長 橘内 透 氏 

案内は別途致します。参加費は無料、多数の申込みお待ちいたします。 

3.「工芸都市高岡の秋 2018」が開催されました。 

平成 30 年 9 月 21 日～24 日まで「工芸都市高岡の秋。2018」が開催されま

した。22 日には、クラフトコンペティションの講評会・表彰式が高岡大和で

開かれました。コンペには全国の 216 人から金工、漆芸、木工、ガラスなど

の 1033 点の応募があり、入賞・入選作は 25 日まで高岡大和で展示されまし

た。その他、同時開催として、高岡クラフト市場街、ミラレ金屋町、高岡銅器

団地オープンファクトリー、日本遺産サミット in 高岡が高岡の中心市街地で

繰り広げられました。      

 

4.生産性向上支援訓練セミナーを行いました。 

厚生労働省の人材育成支援事業として 9 月 11 日（火）、12 日（水）の両日、

ポリテクセンター富山の研修室において、Ｍ＆Ｐ研究所とやまの竹村所長を

講師に「生産性向上支援訓練：生産現場の問題解決」研修が行われました。 

自職場の生産現場の問題を発見し解決できる知識・技能を習得するための実

習やグループワークを実施しました。参加者は 15 名でした。 

 

5.10 月度行事予定 

◆10 月 17 日（水）・18 日（木） 7：00 先進地視察 ＨＩＬＬＴＯＰ（株） （株）松浦機械製作所 

◆10 月 22 日（月） 16：00 総務広報委員会 高岡商工ビル 501 会議室 

◆10 月 23 日（火） 16：00 技能技術委員会 高岡商工ビル 501 会議室 

◆10 月 24 日（水） 16：00 経営労務委員会 高岡商工ビル 501 会議室 

◆10 月 26 日（金） 12：00 10 月例会 高岡商工ビル １０F 
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6.お知らせ 

※あるみ情報はホームページでもご覧いただけます。

☆「とやま中小企業チャレンジファンド事業第二次募集」のご案内 
県内 11 金融機関と富山県との連携により総額 150 億円のファンドの運用益を活用し、様々なメニューで中小企業者を支

援しています。 

募集事業   ：1）ものづくり研究開発支援事業    2）ビジター対応ビジネス支援事業 

3）販路開拓挑戦応援事業     4）小さな元気企業応援事業 

   対象者    ：富山県内の中小企業者および中小企業者のグループ 

助成事業期間 ：最長 2 箇年度（平成 30 年 9 月 12 日（水）～10 月 11 日（木）17:00 必着） 

助成率・助成限度額：助成率 助成対象経費の 2 分の１以内 助成金額 2,000 千円以内 

締 切    ：平成 30 年 9 月 12 日（水）～10 月 11 日（木）17:00 必着 

問合先    ：（公㈶）富山県新世紀産業機構 連携促進課 TEL  076-444-560７ 

☆「高度ものづくり人材正社員確保支援事業」の公募について 
新分野事業への進出等に伴い、高度で専門的知識や技術を有する人材を正社員として雇用する中小企業を支援。 

対象企業   ：富山県内に事業所を有する中小企業及び中堅企業 

対象経費   ：新規正社員雇用に要する人件費（給与、社会保険料等の事業主負担分） 

       ※原則、新規学卒者は対象外(外国人留学生は除く)※中堅企業に於いては修士課程修了以上に限る  

補助率    ：中小企業 80％  中堅企業 50％ 補助限度額 ：200 万円/人（2 人まで/1 事業者） 

補助対象期間：新規雇用を開始した日から起算して 6 ヶ月 公募期間  ： 随時受付   

問合先   ：（公財）富山県新世紀産業機構 イノベーション推進センター プロジェクト推進課 

高度ものづくり人材正社員確保支援事業担当 TEL 076-444-5608 

☆「ものづくり人材等正社員育成支援事業」の公募について 
将来のものづくり産業の担い手となる人材の雇用・育成に要する経費を支援。 

対象企業  ：富山県内に事業所を有する中小企業 

対象経費  ：①新規正社員雇用に要する人件費（給与、社会保険料等の事業主負担分） 

②訓練費用（雇用者を指導する従業員の人件費を含む） 

補助率   ：補助対象経費の 80％ 

補助限度額 ：1 人あたり月額 28 万円（5 人まで/1 事業者） 

補助対象期間：新規雇用を開始した日から起算して 6 ヶ月  公募期間  ：随時受付   

問合先   ：（公財）富山県新世紀産業機構 イノベーション推進センター プロジェクト推進課 

          ものづくり人材等正社員育成支援事業担当  TEL 076-444-5608 

☆関西ものづくりワールド 2018開催のご案内 
製造向け IT ソリューションや機械部品、加工技術、工場設備・備品などが一堂に出展する西日本最大の専門技術展＆セミ

ナー。（1,180 社が出展）セミナーで各企業の役員をはじめキーパーソンによる講演会も同時開催。 

開催日     ：2018 年 10 月 3 日（水）～10 月 5 日（金）10:00～18:00（最終日 17:00 まで） 

会 場     ：インテック大阪  

入場料     ：5,000円／人 但し招待状持参者は無料 

（インターネットで申込登録を完了し℮ -招待券をプリントアウトし当日持参願います） 

問合先     ：リードエグジビション ジャパン（株）     TEL 03-3349-8506 

☆「北陸技術交流 テクノフェア 2018」開催のご案内 
全国から企業・大学・研究機関・団体などが出展する北陸最大規模の総合技術展示会。IT の進展により、ものづくり産業

が大きな変革を遂げている中、ものづくりを支える基盤技術や最先端の技術動向を紹介します。 

日 時     ：2018 年 10 月 25 日（木）26 日（金）10:00～17:00 

会 場       :福井県産業会館 

内 容       :①特別企画展 テクノロジーが創る未来の暮らしと働き方・・・自動化・省力化 

            「仕事を支える技術」「暮らしを豊かにする技術」「体験コーナー」 

3 つの分野で展示 

              会場：福井産業会館 1 号館 

      ②記念講演会  日時：10 月 25 日（木）13:30～14:30  

会場：福井県産業会館 本館 2 階大ホール 

講演：「川崎重工業が目指す未来、ものづくり企業の可能性」 

              川崎重工業株式会社 代表取締役社長執行役員 金花 芳則 氏 

入場料    ：無料  

問合先    ：北陸技術交流テクノフェア 2018 実行委員会  TEL 0776-33-8252    


