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1.優良従業員 50名が表彰されます。 

2 月 28 日（金）に開催された経営労務委員会において、第 42 回優良従業員表彰者の選考について審議

し、下表の 50名の方々を表彰することになりました。表彰式は 5月 26日(火)ホテルニューオータニ高岡

で行われます。 

No 会 社 名 氏 名 No 会 社 名 氏 名 No 会 社 名 氏 名 

1 ＳＴ物流サービス㈱ 老子  勲 18 三精工業㈱ 篠田 さおり 35 浦島建材㈱ 表  一幸 

2 サンクリエイト㈱ 湯浅  宏 19 北陸アルミニウム㈱ 吉川 裕二 36 ㈱高畠 寺中 裕美 

3 アイシン軽金属㈱ 瀬戸 正義 20 ㈱新日軽北陸 川縁 英俊 37 テクノメタル㈱ 窪  哲二 

4 三協立山㈱ﾀﾃﾔﾏｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ社 紫藤 昭浩 21 三協化成㈱ 中村 清美 38 協同アルミ㈱ 藤井 章裕 

5 三協テック㈱ 肥田 久雄 22 立山エクストーン㈱ 宮原 一郎 39 ㈱ＴＡＮ-ＥＩ-ＳＹＡ 北村 昭文 

6 ㈱ヤマシタ 条谷 孝幸 23 協立アルミ㈱ 村田 頼嗣 40 ㈱丸協 宮浦 真司 

7 ㈱広瀬アルミ 川辺 利香 24 ㈱エスケーシー 浅野 孝司 41 戸出化成㈱ 柏樹 明子 

8 ヤマダアルミ建材㈱ 藤岡 成嘉 25 サンエツ運輸㈱ 小谷内 靖浩 42 ㈱旭東機械製作所 三角 幹夫 

9 協和紙工業㈱ 荒井  諭 26 ㈱ナガエ 宮川 昌樹 43 ㈱竹中製作所 上野 千秋 

10 ㈱広上製作所 干場 久夫 27 ㈱大和産商 山口 信司 44 ㈱高岡ケージ工業 吉田 勝彦 

11 ㈱三輝 畑野 政樹 28 大栄建材㈱ 堂下 国暁 45 丸文通商㈱ 富山支店 和田 泰洋 

12 ㈱三和製作所 釜口 典弘 29 ㈱カシイ 村上 奈美 46 魚岸精機工業㈱ 河原  均 

13 三協立山㈱三協ﾏﾃﾘｱﾙ社 木澤  覚 30 富源商事㈱ 寺岡 浩二 47 ゼオンノース㈱ 森    崇 

14 ㈱宮木製作所 小杉 茂樹 31 三協ワシメタル㈱ 河田 克俊 48 松栄金属㈱ 森田 有一 

15 三協立山㈱三協ｱﾙﾐ社 橋本 庄司 32 ㈱マスオカ 杉澤 清史 49 ㈱トナミ産業 中道 順一 

16 宮越工芸㈱ 大石 新二 33 ㈱三栄 川田 敏之 50 エムエーコーポレーション㈱ 瀧田 弘美 

17 ＳＴメタルズ㈱ 北村 博之 34 ㈱タケシタ 野上 一欣    

（勤続年数順） 

2. 運営委員会・理事会を開催しました。 

・3月 10日(火)に運営委員会を開催しました。 

2019年度の事業報告並びに決算見込みについて報告し、承認されました。また 2020年度事業計画（案）

並びに収支予算(案)について審議されました。継続して富山県のアルミ産業成長に向け、会員企業の新

たな事業創出に結びつく技術開発と新分野進出に向けた枠組み形成の支援や更なる会員相互の交流、情

報交換の機会創出を推進することが承認されました。 

・3月 19日(木)に理事会を開催しました。 

2020年度事業計画(案)並びに収支予算(案)・役員改選(案)について審議し、承認されました。また富

山県産業技術研究開発センターとの共同研究「高品位リサイクルアルミ合金の活用と厚肉アルミ構造部

材の高効率加工技術の開発」への取組みも承認されました。 

3. IoT実証トライアルを完了しました。 
昨年度の実証実験に続き、会員様の企業（計 11社）で今後の本格導入に向け、トライアルを実施しまし

た。その結果、一部を除き概ね期待通りの成果を得ることが出来ました。 

今後、当協会全体で今回の結果を共有し、拡大展開を図って参ります。 

4. ４月例会の中止のご案内。 
誠に残念ではございますが、新型コロナウイルスの感染拡大に鑑み、４月例会を中止とさせていただく

ことになりました。楽しみにしていただいた会員様に、心よりお詫び申し上げます。 
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5.４月行事予定 

◆4 月 2 日（木） 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 3 日（金） 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（月）～８日(水) 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 

6.お知らせ 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、各種展示会・イベント等の中止が続出しておりますので、

今月もイベント等のお知らせは無しとさせていただきます。 

 

☆「新型コロナウイルス感染症対策」のご案内 
 ◎（コロナ緊急対策関連情報）各府省や都道府県等に対し、官公需における中小企業者等への配慮要請を

行いました。（3 月 4 日） 

 中小企業庁が、各府省等、都道府県知事、人口 10 万人以上の市及び特別区の長に対して、官公需の

発注に当たり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対して、柔軟

な納期・工期の設定・変更・迅速な支払や適切な予定価格の見直し、官公需相談窓口における相談対応

について要請いたしましたので、お知らせいたします。 

■□ https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303009/20200303009.html 

 

◎ 新型コロナウイルス感染症関連事業者向支援策パンフレット更新（3 月 13 日）ぜひご活用ください。 

■□ https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

 

☆令和２年度 「とやま中小企業チャレンジファンド事業」募集のご案内 
富山県と県内 11 金融機関との連携により、総額 150 億円の基金の運用益を活用し、県内中小企業が

行う新商品の開発や新たな販路開拓等への取組みに対して支援します。 

① 防災・減災対策促進事業（新メニュー） 

対 象 者：事業継続計画を策定している又は事業継続力強化計画の認定を受けている中小企業者 

対象事業：被災時にも事業活動を継続的に行うため、防災・減災対策を強化する取組み 

助成期間：最長２箇年度 

助 成 率：助成対象経費 1/2以内（上限１00万円） 

募集期間：令和２年 3 月１９日（木）～4 月 1７日（金）17:00 必着 

問 合 先：(公財)富山県新世紀産業機構 経営支援課 TEL：076-444-560５ 

② ものづくり研究開発支援事業 

中小企業者が新商品・新技術の研究開発等による競争力強化に取組む事業計画を募集します。 

対 象 者：県内の中小企業者及び中小企業者のグループ 

対象事業：新商品・新技術の研究開発等による競争力強化の取組み 

助成期間：最長２箇年度 

助 成 率：助成対象経費 1/2以内（上限 200万円）工具器具・備品費の助成 

額は 100 万円以内 

募集期間：令和２年 3 月１９日（木）～4 月 1７日（金）17:00 必着 

問 合 先：(公財)富山県新世紀産業機構 経営支援課 TEL：076-444-560７ 
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