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一般社団法人

富山県アルミ産業協会

1.「中堅社員ものづくりセミナー」研修と工場見学を行いました。
6 月の「中堅社員ものづくりセミナー」に引き続き、これまで座学で学んだ
理論の実践事例を学ぶことを目的に、7 月 5 日（金）三協立山㈱三協アル
ミ社佐加野工場で工場見学会を開催しました。
「ものの流し方・人の動作改
善・５S 活動」など現場の実践活動を見学し学んだことは、大変有意義な
ものになったと思います。まとめとして、全員から見学の感想と今後の抱
負について述べていただきました。参加者は 20 名でした。

２．第 49 回軽金属教育夏季講座を開催しました。
7 月 8 日（月）
、9 日（火）の 2 日間、富山県産業技術研究開発センターにおいて、第 49 回「軽金属教育夏
季講座」を開講しました。各社の若手技術者 41 名が受講し、富山大学大学院理工学研究部の各先生の講義を
熱心に受講していました。
＜1 日目＞

・「軽金属加工学（押出加工）
」

高辻教授

・「軽金属鋳造学」

才川教授

・「軽金属加工学（切削加工）
」

山田准教授

＜2 日目＞ ・「アルミニウム材料学」

松田教授

・「アルミ表面処理」

砂田教授

・「アルミニウム溶接学」

柴柳教授

３．運営委員会を開催しました。
7 月 9 日（火）運営委員会を開催しました。主要事業の進捗状況と、今後の行事である 8 月・10 月の例会、
先進企業見学会や他団体との交流事業について審議し、承認されました。
また、報告事項として事務局より「とやま IoT 推進事業」「とやまアルミコンソーシアム推進協議会」
「富
山県ものづくり総合見本市 2019」等の進捗状況について報告しました。

４．「IoT 実証実験報告会」を開催しました。
7 月 16 日（火）高岡商工ビルにおいて、平成 30 年度からスタートした、当協会が参画する「共有型とやま
のものづくりプラットフォーム」事業の、生産性向上に向けた実証実験の第 1 回報告会を開催しました。
「共
有型とやまものづくりプラットフォーム」の概要や実証実験報告では、成果と課題、今後取り組むべき内容
等について富山県立大学の岩本准教授から説明を受け、実証実験で成果のあった会員企業の取組みについて
報告されました。参加者は 36 名でした。

５．第 71 回会員研修会（県内企業訪問）を実施しました。
7 月 19 日（金）会員研修会を、国内外の建設トップメーカーとして世
界一の技術をほこる川田工業株式会社

北陸事業部

富山工場で開催

しました。企業概要説明後、橋梁、鉄骨、プレビーム等の構造物製造工
程を見学しました。工場見学を踏まえ、今後の取り組みや動向、新たな
技術について学んでいただきました。参加者は 23 名でした。
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６. 8 月度行事予定
◆8 月２日（金）

16：00～

8 月例会・暑気払い懇親会

（高岡商工ビル：講演会８F 懇親会 10F）

７．お知らせ
☆「ものづくり開発・経営支援セミナー＆相談会」
とやま呉西圏域では、呉西圏域の事業者と研究機関等の連携を図り、事業者の新商品・技術開発や経営改善につながるよう、セミ
ナーと相談会を開催します。 また、併せて富山県総合デザインセンターが備える最新の VR 設備を見学頂けます。
日時
；2019 年 8 月 28 日（水）13:３0～16:３0
対象者
；とやま呉西圏域内の中小企業者及び小規模事業者
日程
；第Ⅰ部 セミナー 13:30～15:00
デザイン開発の取組み及び中小企業支援について
企業事例発表
ＶＲ施設見学
；第Ⅱ部 相談・交流会 1５:１0～16:３0
場所
；富山県総合デザインセンター（高岡市オフィスパーク 5 番地）
参加費
；無料 定員：50 名
問合先
；事業所所在地の自治体

☆令和元年度 次世代自動車 第２回技術セミナーのご案内
「とやま次世代自動車研究会」では、最新の技術や市場動向に関する情報の提供及び、次世代自動車に関連する新商品・新技術の
開発を支援します。今回のセミナーでは、CASE 革命に代表される自動車業界の大転換と産業構造の大改革に向けた、国内完成車
メーカーの戦略と PHEV を中心とした電動化の最新技術とホンダの取り組みを紹介します。
日時
; 2019 年 8 月 26（月）14:00 ～ 16:40
場所
; 富山県新世紀産業機構 技術交流ビル 2 階 研修室（富山市高田 529） 定員：50 名 受講料：無料
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 TEL 076-444-5636

☆「ＩＴ導入補助金」二次公募開始のご案内
幅広い業種の中小企業・小規模事業者が「生産性向上」に役立つＩＴツールを購入する際に、その経費の一部を国が補助する制度
です。
公募期間 ；2019 年７月 1７日（水）～ ８月 2３日（金） ※2019 年 9 月 6 日（金）採択予定
対象者
；中小企業・小規模事業者等
対象経費 ；ソフトウエアー費、導入関連費
補助費
；「Ａ型」１/２以内（40 万円～150 万円未満）、「Ｂ型」１/２以内（１５０万円～４５０万円）
問合先
；サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業コールセンター
TEL 0570-666-131

☆令和元年度 高岡市技能功労者の表彰候補者の推薦について
高岡市では、優れた技能者に対してその功績をたたえるため、毎年、高岡市技能功労者表彰を実施しています。つきましては、本
年度の表彰候補者の推薦について、ご案内いたします。
提出期限 ; 2019 年 8 月 30（金）
対象者
;高岡市在住で、これまでものづくり等で優れた技能の持ち主で企業業績や人材育成等の成果があり模範となる方
問合先
;高岡市役所産業振興部 商業雇用課 TEL 0766-20-1297

☆「ＱＣサークル秋季研修会」の案内
ＱＣサークル活動の初心者、メンバー、リーダー、サークル支援・指導者を対象にしたグループ研修です。
日時
；2019 年９月 11 日（水） 9 月 12 日（木） 9:00～17:00 12 日は 8:30 開始
場所
；いこいの村 磯波風（富山市婦中町細谷 1-2）
概要
；◆ビギナーコース ＱＣサークル活動の目的・ＱＣ的ものの見方を学ぶ
◆メンバーコース ＱＣサークル活動の基本・ＱＣの心構えを学ぶ
◆リーダーコース リーダーの心構え・ＱＣストーリー・問題解決法を学ぶ
◆推進者コース
推進者としてサークルの支援・指導につなげる知識・スキルを学ぶ
受講料
；会員 10,000 円/名 一般 15,000 円/名
問合先
；ＱＣサークル北陸支部富山地区 行事担当
北陸電気工業株式会社 高周波部品事業本部 開発部 端﨑紀世志
TEL 076-467-3807
申込締切 ；2019 年 8 月 9 日（金）

☆「エコアクション 21 自治体イニシアティブ・プログラム（講習会）」参加事業者の募集について
県と公益財団法人とやま環境財団は、中小企業向けの環境経営システムである「エコアクション 21」の普及
を図ることを目的としています。このプログラムでは、専門家による講習や個別のアドバイスが無料で受ける
ことができる等、初めての環境経営に取り組まれる方でも、エコアクション 21 の認証・登録に向けた専門家
による講習会は細かいサポートが受けれます。
申込締切 ；8 月２０日（火）
問合先
；公益財団法人とやま環境財団エコアクション 21 地域事務局 TEL 076-431-4607
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