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1．優良従業員 47 名が表彰されます 

3 月 1日（月）に開催された経営労務委員会において、第 43 回優良従業員表彰者の選考について審議し、

下表の 47名の方々を表彰することになりました。表彰式は 5月 25 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 三協テック㈱ 富山 改井  進 17 宮越工芸㈱ 瓶谷 昌宏 33 ㈱高畠 高橋 浩二 

2 ST 物流サービス㈱ 村井 秀樹 18 ヤマダアルミ建材㈱ 鍋城 美雪 34 北星ゴム工業㈱ 田原 早苗 

3 丸文通商㈱ 富山支店 家治 憲仁 19 富源商事㈱ 石田  悟 35 ㈱トナミ産業 上古 博久 

4 アイシン軽金属㈱ 澁谷 一男 20 ㈱カシイ 中田 静香 36 浦島建材㈱ 古川  誠 

5 三精工業㈱ 北   賢一 21 ST メタルズ㈱ 夏野 泰一 37 ㈱三栄 水谷 宣幸 

6 ㈱広瀬アルミ 柄崎 美代子 22 ㈱エスケーシー 山岸 昭二 38 ゼオンノース㈱ 黒川 祐子 

7 三協立山㈱ﾀﾃﾔﾏｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ社 久郷 隆之 23 協立アルミ㈱ 俵  敬倫 39 ㈱丸協 紺野 奈美子 

8 ㈱北陸 LIXIL 製作所 尾山 一人 24 北陸アルミニウム㈱ 湊  清人 40 戸出化成㈱ 谷  純孝 

9 ㈱宮木製作所 赤尾 政之 25 サンエツ運輸㈱ 幾田 準次 41 ㈱旭東機械製作所 山村 曉廣 

10 ㈱広上製作所 背戸 知之 26 ㈱ナガエ 二塚 章宏 42 ㈱高岡ケージ工業 増田 耕司 

11 ㈱三和製作所 山本 真理 27 三協化成㈱ 牛島 雅人 43 テクノメタル㈱ 小川 文教 

12 大栄建材㈱ 京角 多加史 28 ㈱三輝 川原  将 44 ㈱ヤマシタ 松本  茂 

13 三協立山㈱三協ｱﾙﾐ社 山林 和彦 29 協和紙工業㈱ 高戸 満男 45 ㈱TAN-EI-SYA 宮腰 浩之 

14 三協立山㈱三協ﾏﾃﾘｱﾙ社 竹腰 公美子 30 立山エクストーン㈱ 佐野 友明 46 松栄金属㈱ 齊田 敏朗 

15 三芝硝材㈱ 佐野  正 31 三協ワシメタル㈱ 宮本 和拓 47 ㈱竹中製作所 東山 竜也 

16 サンクリエイト㈱ 池村 英一 32 ㈱タケシタ 木村 正博    

（勤続年数順） 

 

2．運営委員会・理事会を開催しました 

・3 月 9 日(火)に運営委員会を開催しました。 

2020 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 2021 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 26 日(金)に理事会を開催しました。 

2021 年度事業計画(案)並びに収支予算(案)・役員選任(案)について審議され、事業計画においては、

依然として収束の見えないコロナ禍においては、他団体の動向を注視しながら柔軟な対応を念頭におく

ことで承認されました。 
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3．会員研修会（県内企業視察）を開催しました 
3 月 10 日（水）に株式会社ツヅキ砺波工場を訪問し、2015 年に迅速且つ高効率な在庫管理を目

指し導入された「移動ラックロケーションシステム」や 2019 年 4月に新設された「塗装ライン棟」

を見学しました。 
工場内には、材料の在庫管理をはじめとし、随所にデジタル

技術を活用した管理システムにより生産活動されており、多く

を学ぶ機会となりました。 
なお、今回の参加者は 18 名（16 社）でした。 
予告：次回は 7月に株式会社フジタ様の見学を予定していま

す。 

 

4．感謝状を頂きました 

 3 月 26 日（金）にホテルニューオータニ高岡で 

開催された高岡商工会議所議員総会において、 

当協会がアルミ製の雷鳥（モニュメント）を寄贈 

したことに対し、感謝状を頂きました。 

 この雷鳥は、高岡地場産センター（旧）に展示

されていたもので、今後は高岡商工ビル内で展示

される予定です。 

 

 

5．４月行事予定 
◆4 月 2 日（金） 9:00 新入社員研修「マナー」 ポリテクセンター富山 

◆4 月 5 日（月） 9:00 新入社員研修「安全衛生」 ポリテクセンター富山 

◆4 月 9 日（金） 9:00 新入社員研修「アルミ建材加工組立技術」 ポリテクセンター富山 

◆4 月 12 日(月)・13 日(火) 9:00 新入社員研修「アルミ建材加工組立技術」 ポリテクセンター富山 

◆４月２３日(金) 12:00 ４月例会（講演会） 高岡商工ビル 

6．お知らせ 

 

☆「富山県中小企業リバイバル補助金」創設のご案内 
富山県では、新たに県内中小企業が、コロナ後を見据えた「新しい生活様式」やデジタル化など経済社

会構造の急速な変化に対応し、事業の再建、成長発展を図るため、販路開拓や感染症対策、DX 等に加え、

企業連携や事業転換等による新ビジネスの創出など意欲的な取組みを支援する「富山県中小企業リバイバ

ル補助金」を創設し、３月１０日（水）から受付が開始されました。 

会員各位の企業におかれましては、この機をご活用されます様、ご検討ください。 

 

１．補助金の概要 

(１)補助対象者：新型コロナの影響を受け、売上が減少した、県内に主たる事業所を置く、 

  中小企業者、小規模企業者 

(２)補助対象事業：DX 推進、新商品開発、環境改善、経営革新など 

(３)募集期間：第１次 令和３年３月１０日（水）～４月１４日（水） 

第２次 令和３年６月中旬（予定）～７月中旬（予定） 

２．申請・問合せ先等 
   制度の詳細および申請方法等につきましては、下記をご参照願います。 

⇒ https://www.tonio.or.jp/info/20210305-ri/ 


