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　高岡市商工会青年部による「ドライブスルーマルシェ」が７月５日（日）、戸出コミュニティセンターで
開かれました。
　戸出、福岡、中田地域の居酒屋や喫茶店、すし店の料理人らの特製弁当180食が販売されました。幕の内
弁当やカレー、サンドイッチなどが600円～1,000円で提供され、販売開始から約30分で完売されました。
　高岡市商工会青年部は、新型コロナウイルスの影響で客足が伸び悩んでいる飲食店を支援するため、５
月にはテイクアウトサイト「#takaめし」を開設しており、今回の応援企画ドライブスルーマルシェは第
２弾となりました。
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収入の部 120,800 千円 支出の部 120,800 千円

補助金等収入
81,460 千円
（67.4%）

前期繰越収支差額
5,545 千円
（4.6%）

会費・手数料等収入
33,795 千円
（28.0%）

経営改善普及事業
指導職員設置費
51,981 千円
（43.0%）

経営改善普及事業
指導事業費
25,731 千円
（21.3%）

予備費
1,180 千円
（1.0%）

地域総合振興事業費
24,157 千円
（20.0%）

管理費
17,751 千円
（14.7%）

令和2年度 高岡市商工会通常総代会開催

　令和２年度通常総代会は、６月５日戸出本部会議室にて、新型コロナウイルス感染防止のため出席者を少
数に限定し、原則書面決議にて行いました。
　総代数120名に対して書面決議による出席者は111名、総代会出席者は、上田会長、澤田副会長、酒井副
会長、増岡福岡支部長、吉田明博議長、松原監事の６名、合計117名でした。
＜上田久之会長　開会挨拶＞
　我が国経済は、目下新型コロナウイルス感染症の影響により、足下で大幅に下押しされており、極めて厳
しい状況にあります。
　商工会地域においても、飲食業、宿泊業、サービス業などが大きな打撃を受け、製造業においても影響が
出てきており、先行きも厳しい状況が予想されます。また、たび重なる災害をはじめ、人手不足の深刻化、
後継者不在による事業承継難など多くの課題を抱えています。また、新型コロナウイルス感染症に関し、国
や県の様々な緊急対応策が打ち出され、新年度の国の大型補正予算も検討されています。
　このような中、「地域に最も近い経済団体」として商工会が果たすべき役割は従来にも増して大きく期待さ
れています。商工会では、常に伴走する存在として小規模事業者に寄り添った経営支援を行い、組織一丸と
なって会員事業者の経営計画の策定、実行支援を推進し、中小・小規模事業者の持続的発展及び地域経済の
活力再生に向けて、諸活動を強力に展開していきます。
　特に、新型コロナウイルス感染症の影響に関し、事業の継続、雇用の維持等、困難に直面している事業者
に真摯に寄り添い、国や県の対策をフルに活用した支援に取り組みます。
　その後、出席者の互選により議長に選出された戸出支部総代、吉田明博氏の進行により議案審議に移り、
令和元年度事業報告並びに収支決算、令和２年度事業計画並びに収支予算など４議案が原案通り可決・承認
されました。

重
点
取
り
組
み
事
項

１．安定的な組織基盤の確立に向けた取り組みの強化
　　～徹底した巡回訪問によりニーズを把握し提案を～
２．中小・小規模企業への支援強化
　　～効果的な支援施策の活用ときめ細かな支援サービスの展開を～
３．地域活力の維持活動の推進　～地域組織の先頭に立つ地域活動の展開を～
４．商工会の組織強化に向けた支援　～会員の信頼に応え得る組織づくりを～

＜個人＞　富山県商工会連合会長表彰　役員功労者　　中村政樹　氏
＜団体＞　小規模事業者持続化補助金採択件数部門　団体表彰（令和元年10月11日　商工会富山県大会）
　　　　　商工貯蓄共済事業目標口数達成部門　団体表彰（令和２年３月27日　県連理事会）

被
表
彰
関
係



本　　　部 戸 出 支 所 福 岡 支 所 中 田 支 所

経営支援課

総　務　課

経営支援課長
福岡支所（兼務）
加賀見政和

経営支援員（補）
戸出支所（兼務）
中村　治美

支所長
経営指導員
舟木　秀伸
経営指導員
岡本　祐二
経営指導員
西野　一惠

支所長
主任経営指導員
加賀見政和

経営指導員　清水美代子
経営指導員　曽根弥太郎
経営支援員（記）　細川　裕貴
経営支援員（補）　奥野　洋平
記帳指導員　矢坂　美鶴

支所長
経営指導員
清水　登太
経営支援専門員
篠川佐奈江

高 岡 市 商 工 会
事 務 局 機 構 図

事務局長・本部総務課長（兼務）・中田支所（兼務）
橘　　宏之

新 職 員 紹 介

　４月よ
り富山市
北商工会
より転任
し、戸出

支所にて勤務しており
ます。高岡地区は初め
てで、わからないこと
ばかりですが、１日で
も早く皆様のお役に立
てるよう努力してまい
りますので、どうぞよ
ろしくお願いします。

戸出支所　経営指導員
岡本　祐二

　4月 1
日付で福
岡支所に
赴任いた
しました。

初めての勤務地が福岡
町なので、まだまだ分
からないことだらけで
すが、会員の皆様のた
め一生懸命努力してま
いりますので、どうぞ
よろしくお願いいたし
ます。

福岡支所　経営支援員
奥野　洋平

４月１日
付で南砺
市商工会
から異動
して参り

ました。高岡市商工会
は５年ぶり３回目とな
ります。これまで同
様、ご指導ご鞭撻を賜
りますようお願い申し
上げます。

福岡支所長　主任経営指導員
加賀見政和

　４月に
射水市商
工会より、
中田支所
に着任い

たしました。
　会員事業所様に対し
ましては国、県、市等
の施策を１つでも多
く、情報提供また支援
できますように努めて
参ります。
　まだまだ若輩者では
ありますが、ご指導ご
鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。

中田支所長　経営指導員
清水　登太

　４月１日付
で南砺市商工
会より転任し
てまいりまし
た。本部での

勤務となりますが、以前、合併前
の福岡町商工会に勤務しており、
12年ぶりに会員の方々と再会す
ることができて大変嬉しく思って
おります。戸出七夕まつり、中田
かかし祭にも何回かお邪魔したこ
とはありますが、これからはさら
に地域のことを学び、会員のみな
さまのお役に立てるよう頑張りま
すので、どうぞよろしくお願いい
たします。

本部・戸出支所　経営支援員（補）
中村　治美

商 工 会 役 員 名 簿
役　　職 氏　　名 事業所名

石澤　義文
大井　　弘
上田　久之
澤田誠一郎
酒井　善広
増岡　一郎
酒井　志行
山崎　吉明
清水　裕治
林　　　清
田畑　一吉
木村　英二
夏見　久志
木下　和彦
長田　信和
大島　一成
梶川　豊司
林　　　誠
橋本　恭一

㈱石沢商事
㈱大井
㈲ウエダ住設
㈲沢田金物
㈲酒井石油
㈱マスオカ
㈱富士コン
食品ストアーヤマザキ
清水金物店
福電商会
㈱タバック
福岡観光旅行社
㈱夏見
きのしたや呉服店
㈲長田機械工業
㈲大島建設
㈱フジタ
はやし建築
福岡館

名 誉 会 長
顧 問
会 長
副 会 長
副 会 長
理事（福岡支部長）
理事（工業部会長）
理事（商業部会長）
理事（戸出副支部長）
理 事
理 事
理事（福岡副支部長）
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事

役　　職 氏　　名 事業所名

高田　浩平
松嶋　浩二
中村　政樹
山﨑　清孝
片原　成範
田村　　大
中島　秀恭
張田　　真
吉田　明博
上田聖太郎
瀧　平八郎
喜多　正浩
鶴瀬ゆかり
畑　　幸恵
山本　健司
澤田千枝子
松原喜久雄
冨田　良一

高田土石工業㈱
松島工業㈱
㈲中村左官工業
㈲山崎自動車
㈲魚竹
田村食品㈱
お食事処中藤
ハリタ金属㈱
㈲文華堂吉田印刷
㈱ウエダ
一品香
光芸社スタジオ
長澤鉄筋工業
大根の花
㈲山順測量設計
フレッシュさわこ
松原清松堂
富田新聞店

理事（中田副支部長）
理事（戸出副支部長）
理 事
理事（福岡副支部長）
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事
理事（青年部長）
理事（女性部長）
監 事
監 事



関連団体情報令和２年度三大祭り中止のご案内

開催事業・イベント報告

　本年度の三大祭り「戸出七夕まつり」「中田かかし祭」「福岡町つくりもんまつり」は、全国的な新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止の観点から、開催中止とさせて頂くこととなりましたので、お知らせ致します。
　皆様方の健康と安全確保を最優先に考慮した上での決定となりますので、ご理解頂きますようよろしくお願い致します。
　次年度以降も引き続きご協力ご支援の程よろしくお願い申し上げます。

福岡さくらまつり
　新型コロナウイルスの影響により、従来行っていた屋台やコンサート等のイベントが中止
となったが、ボンボリの掲揚は3月25日（水）から4月20日（月）まで行われ、1,000本の
桜並木を彩った。
　福岡小学校では、入学式も実施され、親子で桜をバックに写真を撮る光景も見受けられた。
イベント中止は残念ではあったが、咲き誇る桜は人々へ癒しや大切な思い出を届けた。

スタンプ会　通常総会
ふくおかママさんスタンプ会
　通常総会は４月15日（水）に開催予定でしたが、新型コロナ感染のリスクを考慮し、書面
決議といたしました。全議案が原案通り承認可決されております。当会では、新型コロナ感染
の影響で売上減少が続いていることから、上期会費を徴収せず、またスタンプ会員に5,000ポ
イント進呈いたしました。現在も、６月初から10月末まで、親カードを１枚5,000円から
3,000円に値下げし販売しております。
　その他、６月３日（水）に「子育て応援券」の枚数に応じ、福岡小学校に22,600円の寄付
金を贈呈しております。今後も、福岡町を大いに盛り上げる事業を推進して参ります。

中田スタンプ会
　通常総会は新型コロナウイルスの影響もあり、参加者の皆様の安全を考慮し書面決議と致しました。書面議決参加は15名、
全議案が原案通り可決承認されました。中田スタンプ会では新型コロナウイルスの影響で消費の落込みなど厳しい状況が続
いているため、４月にスタンプ会員に１万ポイントを進呈、７月にも第２弾として１万ポイントを進呈致しました。
　また、毎年11月に開催の商盛会との親睦事業につきましては、今後の状況をみながら検討していきたいと考えております。

商業協同組合・商店街連盟・商盛会　通常総会
福岡町商業協同組合
　通常総会は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、書面決議と致しました。書面議決参加は38名、全議
案が原案通り可決承認されました。高岡市からの「新型コロナウイルス感染症対策商店街活動支援事業交付金」で希
望する組合員に「非接触検温器」の助成を行いました。
戸出町商店街連盟
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面決議にて総会を執り行い、全議案において承認・可決されました。
中田商盛会
　通常総会は新型コロナウイルスの影響もあり、参加者の皆様の安全を考慮し書面決議と致しました。書面議決参加
は14名、全議案が原案通り可決承認されました。高岡市からの「新型コロナウイルス感染症対策商店街活動支援事
業交付金」で中田商盛会会員に「アルコールジェル」を配布することとしました。

工場協会　通常総会
福岡町工場協会
　定期総会は、書面決議にて議事を行いました。書面参加は32名出席のもと、全議案満場一致で可決・承認されま
した。例年同日に開催されている優良従業員表彰については、各社にて行われ、今年度は10社15名の方々に表彰状
と記念品が贈られました。
中田地区工場協会
　中田地区工場協会は新型コロナウイルス感染症拡大防止に向け、通常総会の開催を中止し、通常総会の議事に関し
ては書面決議をもって行った。書面参加は20名出席のもと、令和元年度事業報告並びに収支決算承認の件、令和２
年度事業計画（案）、収支予算書（案）並びに会費賦課徴収方法（案）決定の件、全議案満場一致で可決・承認され
ました。なお、毎年６月に開催していたゴルフ大会においては中止の決定がされました。
戸出工場協会
　戸出工場協会は新型コロナウイルス感染症拡大予防を目的に、書面決議にて通常総会を開催致しました。
　令和元年度事業報告並びに収支決算承認の件、令和２年度事業計画（案）、収支予算書（案）並びに会費賦課徴収
方法（案）決定の件、全議案について満場一致で可決・承認されました。

青色申告会　通常総会
中田青色申告会
　通常総会は新型コロナウイルスの影響もあり、参加者の皆様の安全を考慮し書面決議と致しました。書面議決参加
は20名、全議案が原案通り可決承認されました。任期満了に伴う役員改選においては山崎会長が再任されました。

戸出さくらスタンプ会
　全議案において原案通り可決承認されました。今年度は、コロナ禍を受け５月に「テイクアウト といでdeグルメ 
チケットプレゼント」を企画し多くの方に参加を頂きました。引き続きニーズを踏まえた事業展開により、魅力ある
商店街づくりを推進してまいります。

戸出青色申告会
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面決議にて総会を執り行い、会則の一部改正含めた全議案において承
認・可決されました。

福岡町青色申告会
　全議案が原案通り可決承認されました。水口会長より、懇親会の中止は残念だが、秋頃、税務に関する講演会や慰
労会を行えるようであれば、情勢を見つつ、検討したいと新たな抱負が述べられました。

青 年 部

女 性 部

令和２年度青年部通常総会　開催

　令和２年度女性部通常総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため実開催せず、正副部長以外は書面による
議決権行使を行い、４月20日（月）に戸出本部にて、正副部長、事務局（３名）で行いました。議案はいずれも原
案通り可決承認されました。
　今年度の活動につきましては、延期しております手作り雑巾の寄贈、資質向上研修会、視察研修など、毎年行っ
ている行事については、今後の状況をみながら開催する予定ですので、よろしくお願いいたします。

　４月24日（金）、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め書面決議にて総会を執り行い、高岡市商工会青年部規約第
17条に基づき、部員総数49名の内、半数以上の29通の議決
書を取り受け有効に成立し、全議案において承認・可決され
ました。
　また、今年度より高岡青年コミュニティ会議に加盟し、「自
覚と覚悟」 ～地域に活力を～ のスローガンのもと、コロナ
禍で厳しい状況の中でも、部員が一丸となって活動に取り組
み、地域振興を図りたいと思います。

商 工 同 友 会
令和２年度通常総会　開催

戸出商工同友会
　新年度の事業計画や予算など、全議案が承認され
ました。商工会事業やイベントの積極的な参加・協
力を行い、会員相互の親睦を図るとともに地域商工
業の健全な発展に貢献していくこととしました。
　また、地域活性化の一環として、青年部戸出ブロ
ック部員と協力し、７月に新しく戸出地区電話帳を
完成させ、各事業所・戸出地区各世帯に配布しまし
た。多くの事業所からのご協賛をいただき、誠にあ
りがとうございました。
　尚、新しい戸出地区電話帳がご入用の方は、商工
会戸出支所にて配布しております。

福岡町商工同友会
　任期満了に伴う役員改選において、新会長に中島
秀恭氏（お食事処 中藤）新副会長には、高田憲弘
氏（高田電機商会）が選任されました。その他、全
議案も書面決議にて異議なく可決されました。
　地域活性化の一環として、青年部福岡ブロック部
員やそのOBと協力し、福岡町電話帳を作成中です。
多くの事業所から、広告のご協賛をいただき、完成
に向けて邁進しています。
　発刊は今年10月を予定しています。

（広告の掲載希望や問合せはTEL:0766-64-3088ま
で。８月末まで広告募集は可能です。）

新年度重点目標
１．自社経営力向上の為の資質向上事業
及び実践研修活動の充実

２．次世代へ繋げる部員増強運動の促進
３．青年部ホームページ等を活用した部
員企業情報発信、部員間交流による
新たなビジネスチャンスの創出



関連団体情報令和２年度三大祭り中止のご案内

開催事業・イベント報告

　本年度の三大祭り「戸出七夕まつり」「中田かかし祭」「福岡町つくりもんまつり」は、全国的な新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止の観点から、開催中止とさせて頂くこととなりましたので、お知らせ致します。
　皆様方の健康と安全確保を最優先に考慮した上での決定となりますので、ご理解頂きますようよろしくお願い致します。
　次年度以降も引き続きご協力ご支援の程よろしくお願い申し上げます。

福岡さくらまつり
　新型コロナウイルスの影響により、従来行っていた屋台やコンサート等のイベントが中止
となったが、ボンボリの掲揚は3月25日（水）から4月20日（月）まで行われ、1,000本の
桜並木を彩った。
　福岡小学校では、入学式も実施され、親子で桜をバックに写真を撮る光景も見受けられた。
イベント中止は残念ではあったが、咲き誇る桜は人々へ癒しや大切な思い出を届けた。

スタンプ会　通常総会
ふくおかママさんスタンプ会
　通常総会は４月15日（水）に開催予定でしたが、新型コロナ感染のリスクを考慮し、書面
決議といたしました。全議案が原案通り承認可決されております。当会では、新型コロナ感染
の影響で売上減少が続いていることから、上期会費を徴収せず、またスタンプ会員に5,000ポ
イント進呈いたしました。現在も、６月初から10月末まで、親カードを１枚5,000円から
3,000円に値下げし販売しております。
　その他、６月３日（水）に「子育て応援券」の枚数に応じ、福岡小学校に22,600円の寄付
金を贈呈しております。今後も、福岡町を大いに盛り上げる事業を推進して参ります。

中田スタンプ会
　通常総会は新型コロナウイルスの影響もあり、参加者の皆様の安全を考慮し書面決議と致しました。書面議決参加は15名、
全議案が原案通り可決承認されました。中田スタンプ会では新型コロナウイルスの影響で消費の落込みなど厳しい状況が続
いているため、４月にスタンプ会員に１万ポイントを進呈、７月にも第２弾として１万ポイントを進呈致しました。
　また、毎年11月に開催の商盛会との親睦事業につきましては、今後の状況をみながら検討していきたいと考えております。

商業協同組合・商店街連盟・商盛会　通常総会
福岡町商業協同組合
　通常総会は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、書面決議と致しました。書面議決参加は38名、全議
案が原案通り可決承認されました。高岡市からの「新型コロナウイルス感染症対策商店街活動支援事業交付金」で希
望する組合員に「非接触検温器」の助成を行いました。
戸出町商店街連盟
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面決議にて総会を執り行い、全議案において承認・可決されました。
中田商盛会
　通常総会は新型コロナウイルスの影響もあり、参加者の皆様の安全を考慮し書面決議と致しました。書面議決参加
は14名、全議案が原案通り可決承認されました。高岡市からの「新型コロナウイルス感染症対策商店街活動支援事
業交付金」で中田商盛会会員に「アルコールジェル」を配布することとしました。

工場協会　通常総会
福岡町工場協会
　定期総会は、書面決議にて議事を行いました。書面参加は32名出席のもと、全議案満場一致で可決・承認されま
した。例年同日に開催されている優良従業員表彰については、各社にて行われ、今年度は10社15名の方々に表彰状
と記念品が贈られました。
中田地区工場協会
　中田地区工場協会は新型コロナウイルス感染症拡大防止に向け、通常総会の開催を中止し、通常総会の議事に関し
ては書面決議をもって行った。書面参加は20名出席のもと、令和元年度事業報告並びに収支決算承認の件、令和２
年度事業計画（案）、収支予算書（案）並びに会費賦課徴収方法（案）決定の件、全議案満場一致で可決・承認され
ました。なお、毎年６月に開催していたゴルフ大会においては中止の決定がされました。
戸出工場協会
　戸出工場協会は新型コロナウイルス感染症拡大予防を目的に、書面決議にて通常総会を開催致しました。
　令和元年度事業報告並びに収支決算承認の件、令和２年度事業計画（案）、収支予算書（案）並びに会費賦課徴収
方法（案）決定の件、全議案について満場一致で可決・承認されました。

青色申告会　通常総会
中田青色申告会
　通常総会は新型コロナウイルスの影響もあり、参加者の皆様の安全を考慮し書面決議と致しました。書面議決参加
は20名、全議案が原案通り可決承認されました。任期満了に伴う役員改選においては山崎会長が再任されました。

戸出さくらスタンプ会
　全議案において原案通り可決承認されました。今年度は、コロナ禍を受け５月に「テイクアウト といでdeグルメ 
チケットプレゼント」を企画し多くの方に参加を頂きました。引き続きニーズを踏まえた事業展開により、魅力ある
商店街づくりを推進してまいります。

戸出青色申告会
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面決議にて総会を執り行い、会則の一部改正含めた全議案において承
認・可決されました。

福岡町青色申告会
　全議案が原案通り可決承認されました。水口会長より、懇親会の中止は残念だが、秋頃、税務に関する講演会や慰
労会を行えるようであれば、情勢を見つつ、検討したいと新たな抱負が述べられました。

青 年 部

女 性 部

令和２年度青年部通常総会　開催

　令和２年度女性部通常総会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため実開催せず、正副部長以外は書面による
議決権行使を行い、４月20日（月）に戸出本部にて、正副部長、事務局（３名）で行いました。議案はいずれも原
案通り可決承認されました。
　今年度の活動につきましては、延期しております手作り雑巾の寄贈、資質向上研修会、視察研修など、毎年行っ
ている行事については、今後の状況をみながら開催する予定ですので、よろしくお願いいたします。

　４月24日（金）、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め書面決議にて総会を執り行い、高岡市商工会青年部規約第
17条に基づき、部員総数49名の内、半数以上の29通の議決
書を取り受け有効に成立し、全議案において承認・可決され
ました。
　また、今年度より高岡青年コミュニティ会議に加盟し、「自
覚と覚悟」 ～地域に活力を～ のスローガンのもと、コロナ
禍で厳しい状況の中でも、部員が一丸となって活動に取り組
み、地域振興を図りたいと思います。

商 工 同 友 会
令和２年度通常総会　開催

戸出商工同友会
　新年度の事業計画や予算など、全議案が承認され
ました。商工会事業やイベントの積極的な参加・協
力を行い、会員相互の親睦を図るとともに地域商工
業の健全な発展に貢献していくこととしました。
　また、地域活性化の一環として、青年部戸出ブロ
ック部員と協力し、７月に新しく戸出地区電話帳を
完成させ、各事業所・戸出地区各世帯に配布しまし
た。多くの事業所からのご協賛をいただき、誠にあ
りがとうございました。
　尚、新しい戸出地区電話帳がご入用の方は、商工
会戸出支所にて配布しております。

福岡町商工同友会
　任期満了に伴う役員改選において、新会長に中島
秀恭氏（お食事処 中藤）新副会長には、高田憲弘
氏（高田電機商会）が選任されました。その他、全
議案も書面決議にて異議なく可決されました。
　地域活性化の一環として、青年部福岡ブロック部
員やそのOBと協力し、福岡町電話帳を作成中です。
多くの事業所から、広告のご協賛をいただき、完成
に向けて邁進しています。
　発刊は今年10月を予定しています。

（広告の掲載希望や問合せはTEL:0766-64-3088ま
で。８月末まで広告募集は可能です。）

新年度重点目標
１．自社経営力向上の為の資質向上事業
及び実践研修活動の充実

２．次世代へ繋げる部員増強運動の促進
３．青年部ホームページ等を活用した部
員企業情報発信、部員間交流による
新たなビジネスチャンスの創出



新型コロナウイルス対策支援情報（給付金・助成金等の概要）
給付額・助成額 対象者・要件 問い合わせ先

持続化給付金（国）

申請受付期間：
令和２年５月１日（金）〜
令和３年１月15日（金）まで

中小法人等200万円、
個人事業者等100万円
（ただし、昨年1年間の売上からの
減少分を上限とする）

１．�ひと月の売上が前年同月比率で50％以上減少している
事業者

２．�2019年以前から事業収入があり、今後も継続意思があ
る事業者

持続化給付金事業コールセンター
0120-115-570

　申請者向けホームページ　https://www.jizokuka-kyufu.jp/

富山県事業持続化・
地域再生支援金（県）

申請受付期間：
令和２年５月28日（木）〜
８月31日（月）（３ケ月間）

1事業者最大50万円
・�１事業者あたりの従業員の数に
応じて10〜40万円
・�事業所を賃借している場合は
10万円を加算

新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前
年同月比で50％以上減少している中小企業、個人事業主等
・�NPO法人、医療法人、農業法人、漁業協同組合など、会
社以外の法人も幅広く対象とする（国及び地方公共団体が
出資・運営する法人等を除く）。
・�手続・審査を簡素化し、迅速に支給するため、国の持続化
給付金の受給を要件とする。

富山県新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金コールセンター
076-444-5591
受付時間：午前９時〜午後５時
（土、日、祝日も開設しています。）

　申請者向けホームページ　http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1300/kj00022041.html

雇用調整助成金（国）

緊急対応期間（令和２年４月１日
〜９月30日）
助成率：実際に支払った休業手当
額の4/5（中小）、解雇等を行わな
い場合は9/10
特例10/10あり
１人１日当たり上限額あり

１．�全業種、
２．�生産指標要件１か月５％以下、
３．�被保険者以外の労働者も対象、
４．�5/19より計画届の提出は不要となりました
５．�被保険者期間要件の撤廃

富山労働局助成金センター
076-432-9162
※電話相談
（9：00〜17：00土日祝日は除く）
080-8694-6982
080-8694-6983
080-8694-6984

　申請者向けホームページ　https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/shingatakoronasoudan.html

個人向け
緊急小口資金等

（社会福祉協議会）

１．�緊急小口資金（貸付金）10万
円又は20万円以内

２．�総合支援資金（貸付金）15万
円又は20万円以内

１．�一時的な資金が必要な方（主に休業された方）�
据置１年以内、償還２年以内、無利子

２．��生活の立て直しが必要な方（主に失業された方）�
据置１年以内、償還10年以内、無利子

地元市町村の社会福祉協議会

　申請者向けホームページ　�https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-
fukushi-shikin1/index.html

補助金公募情報（設備投資・販路開拓支援）のご案内
補助金 対象 補助上限 補助率 内容 公募締切 お問い合わせ先

持続化
補助金
（国）

一般型

小規模
事業者

50万円※ ２/３
小規模事業者が経営計画を作成して取り
組む販路開拓の取組等を支援します。
※創業特例＋50万円（適用条件あり） ブランド力の向上

商品の販売促進
新商品開発等

3次：R2.10.2（金）
4次：R3.2.5（金）

富山県商工会連合会
小規模事業者持続化補
助金地方事務局
TEL:076-441-2716
受付時間:
9：30〜16：30
土日祝日を除く

コロナ
特別
対応型

100万円
A:２/３
B:３/４
C:３/４

上記に加え、以下要件に合致する事業
Ａ：�サプライチェーンの毀損への対応
Ｂ：�非対面ビジネスモデルへの転換
Ｃ：�テレワーク環境の整備

3次：R2.8.7（金）
4次：R2.10.2（金）

事業
再開枠

50万円※

（一般型≧事業再
開枠）（コロナ特
別対応型≧事業
再開枠）

10/10
業種別コロナ感染拡大予防ガイドラインに沿った取組（事
業に向けた消毒設備や換気設備の設置など）を支援します。
※クラスター対策が必要と考えられる業種（ナイトクラブ、ライブハウス
等）はさらに上限を50万円上乗せ。

一般型およびコロナ
特別対応型のオプ
ションとして活用
（単独申請は不可）

ホームページ　（一　般　型）�https://www.shokoren-toyama.or.jp/kenren/R2jizokuka.page
　　　　　　　（コロナ特別対応型）�https://www.shokoren-toyama.or.jp/kenren/R2jizokuka-cov19.page
　　　　　　　（事業再開枠）�https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522002/20200522002-1.pdf

ものづくり
補助金
（国）

一般型

中小企業

小規模
事業者

原則
1,000万円

中小１/２
小規模２/３

中小企業等が行う革新的なサービス開
発・試作品開発・生産プロセスの改善に
必要な設備投資を支援します。 新事業チャレンジ

生産ラインの増強
サービスの質向上

3次:R2.8.3（月）
4次:R2.11月中旬
予定
5次:R3.2月 中 旬
予定

ものづくり補助金事務局
TEL:050-8880-4053
受付時間:
10:00〜17:00
土日祝日を除く

特別枠
A:２/３
B:３/４
C:３/４

上記に加え、以下要件に合致する事業
Ａ：�サプライチェーンの毀損への対応
Ｂ：�非対面ビジネスモデルへの転換
Ｃ：�テレワーク環境の整備

事業
再開枠 50万円

10/10
総補助額の
1/2以下

業種別コロナ感染拡大予防ガイドラインに沿った取組（事
業に向けた消毒設備や換気設備の設置など）を支援します。

特別枠の場合に限
り、事業再開枠の
上乗せが可能

ホームページ　http://portal.monodukuri-hojo.jp/

IT導入
補助金
（国）

通常枠
中小企業

小規模
事業者

30万円〜
450万円

１/２
中小企業等が行うバックオフィス業務の
効率化や新たな顧客獲得等の付加価値向
上に資するＩＴツールの導入を支援しま
す。 ＩＴで経営状況

の「見える化」
ＩＴで業務の自動化
ＩＴで働き方改革

追加募集予定 一般社団法人
サービスデザイン推進
協議会
TEL:0570-666-424
受付時間：
9:30〜17:30
土日祝日を除く特別枠

甲：２/３
乙：３/４
丙：３/４

上記に加え、以下要件に合致する事業
甲：�サプライチェーンの毀損への対応
乙：�非対面ビジネスモデルへの転換
丙：テレワーク環境の整備

追加募集予定

ホームページ　https://www.it-hojo.jp/2020emergency/



商工会の日（菅笠贈呈）
　６月10日の「商工会の日」に合わせて、毎年福岡支部では福岡小学校６年
生にミニ菅笠を贈呈しています。
　「虫除けに効果のある菅を、厄除け、交通安全、さらに今年はコロナウイ
ルス感染防止の願いも込めてお贈りします」と増岡支部長から贈呈しました。
昨年授業で福岡特産の菅について学んでいた児童からは「菅で作ったものが
もらえて嬉しい」と感謝の言葉がありました。

お好み処　ほほ歩

0766－63－1318

と こ ろ

T E L

11：00～21：30
（L.O 20：45）

営業時間

木曜日定 休 日

P R
　皆様のご来店スタッフ一同心よりお待ちしております。
　単に飲食する場としてだけでなく、地域の方々の井戸
端会議の場所、各種団体の憩いの場、サークル利用等、
いろいろな場面でご利用頂きたいと思っております。

お店の特徴・おすすめ
　長年にわたり本格的なお好み焼き、鉄板焼き、もんじゃ
焼きを食べられるお店として営業されてきた「んまい屋」
さんの味を継承し、さらに「ほほ歩」としての改良も加え
より皆様に愛されるお店として感謝の気持ちを大切に営
業させていただきます。
　「感謝」　あなたの笑顔がみたくて　あなたの笑う声が
ききたくて　あなたと話しをしたくて　ほほ歩はじめまし
た　またあえますように
　この理念を大切に心のこもった美味しい料理を。全て
がおすすめですが、五目もんじゃ、そばめし、お好み焼き
全種、すじこんが特に自信を持っておりますので、是非ご
賞味くださいませ。テイクアウトも宜しくお願い致します。

延野法律事務所
弁護士　延野　俊浩

0766－29－0030

と こ ろ

T E L

P R
　当事務所では、個人が直面する様々な問題（金銭トラブルや交通
事故、離婚、相続、労働問題など）だけでなく、事業者が抱える経
営上の様々な悩み（契約上のトラブル、債権回収、労務管理など）
やトラブル防止のための経営相談などにも幅広く対応しております。
　「弁護士に相談していいかどうか分からない…」という悩み事でも、
まずは気軽にご相談下さい。弁護士費用についても詳しく説明致します。
※相談の際は事前にお電話でのご予約をお願いします。

取扱業務
一般民事（債権回収・交通事故・損害賠償請求・不動産取引など）
家事事件（離婚・相続遺言・後見など）、債務整理（破産など）
企業法務（契約書チェック・労務管理・債権回収・顧問契約など）
労働問題、消費者被害、刑事事件（刑事弁護、被害者支援など）

旬肴料理　かえで

0766－24－1144

と こ ろ

T E L

17：30～23：00
営業時間

月曜（祝日順延）
定 休 日

P R
　コロナ禍でも、元気に前向きに営業しています！折詰、
弁当、オードブルのテイクアウトも柔軟に対応いたします。
“一期一会”という言葉を大切に、お料理を一つ一つ丁寧
にお作りいたします。

お店の特徴・おすすめ
♦旬肴料理♦
富山湾の漁港で揚がった新鮮な魚介類をはじめ、地元
高岡で育った旬の野菜を活かした様々な料理をご提供
いたします。
♦豊富に揃う地酒♦
富山の銘柄（勝駒・立山・満寿泉・羽根屋）などはもち
ろん、県外の希少な銘柄も揃えています。お酒にあう
料理を用意しておりますので、一緒にお愉しみ下さい。
♦様々なご用途に♦
店内にはカウンター席、テーブル席、小上がり座敷、
宴会席があり、冠婚葬祭様々なシチュエーションでご
利用いただけます。

ミヨシ塗装店

090－7588－1231
と こ ろ
T E L

P R
　「平成30年に創業し、外壁・門扉・
内装の塗装をはじめ、銅器や鉄の
風合いを出す塗装に取組んでいます。
　品質維持はもちろん風合いを大切に
した塗装を心掛けています。」

事業内容
建設業

コンサルオフィス・ティ

64－6290
64－6290

と こ ろ
T E L
F A X

P R
　「今までお世話になった皆様に何か
ご恩返しができないか」「皆様に喜ん
でいただける仕事がしたい」との強い
思いから、コンサルティング事務所を
開業いたしました。

事業内容
コンサルタント業

セブンイレブン高岡戸出狼店

63－5882
と こ ろ
T E L

P R
　各種商品を取り揃えております。
　只今夏ギフトの注文も受け賜ってお
ります。
　お気軽にお声掛けください。

お店の特徴
当店は、お客様の「健康・安全・安心」
を最優先に、地域社会へ「近くて便利」
を提供してまいります。

広報委員長　松嶋 浩二　広報副委員長　長田 信和　　喜多 正浩・田村 大・中島 秀恭・吉田 明博・上田 聖太郎・鶴瀬 ゆかり・澤田 千枝子・山本 健司

北陸自動車道　高岡砺波スマートＩＣ 車長12ｍ超の車両を含む全車種でご利用可能となりました
～2020年7月27日（月）午後５時より～

新規会員先　お店・企業紹介



高岡市商工会飲食店　テイクアウト一覧表
店名 住所 TEL 主なメニュー

戸
出
地
区

味処 真琴 高岡市戸出町3-23-5 63-6654 ますのすし1,000円（税込）、ばらちらし（大）750円（税込）　他

珈琲パーラー P.berry 高岡市戸出大清水311 63-6492 昔ながらのナポリタン500円（税込）、ソース焼きそば500円（税込）、サンドイッ
チ各種、ケーキ　他

今日味旬々 ふくや 高岡市戸出町3-21-39 63-5477 スーパースパイスカレーチキン900円（税別）　他

一休 19 HITOYASUMI
戸出店 高岡市戸出伊勢領2415 63-1160 幕の内そぼろ弁当650円（税込）、ロール寿司弁当1000円（税込）　他

居酒や 一貴 高岡市戸出町5-54-1 63-6061 こだわりの天丼500円（税込）、薬膳カレー600円（税込）、氷見牛の牛丼、日替
りランチ　他　（店内サービスあり）

徠 rai 高岡市戸出町5-54-1 75-4120 唐揚げ弁当900円（税込）、日替り弁当900円（税込）、お惣菜各種　他

居酒屋 極 高岡市戸出町2-12-27 63-0183 日替り弁当600円（税込）、オードブル　他

吉兆佐 高岡市戸出町4-2-80 63-0648 正油まぜそば（追い飯付）750円（税込）、炙りチャーシュー丼（煮玉子付）750円
（税込）　他

一品香 高岡市戸出大清水152 63-6221 中華全般、弁当、麵飯類等

すしダイニング 高岡市戸出町5-54-1 63-7270 1人前1200円（＋税）、上にぎり1800円（＋税）より　人数・ご予算に合わせて
ご相談ＯＫ

ながさわ 高岡市戸出町5-6-12 63-0166 とんかつ580円（＋税）、かつ丼730円（＋税）、生姜焼き680円（＋税）、刺身、
焼魚　他

風月 高岡市戸出町3-7-1 63-0214 オムライス、焼豚チャーハン、カツ丼、天津飯、もつ丼　全て並800円・大
1000円（税込）　他

寿司 一平 高岡市戸出町4-2-48 63-5117 寿司盛り合わせ、オードブル等、ご予算・内容等に合わせてご相談ＯＫ

まるも 高岡市戸出町3-10-7 63-0122 お弁当1200円より、オードブル・刺身盛合わせ3000円より、2日前からのご
注文にてご予算に合わせます

懐粋 よし紀 高岡市戸出町2-11-9 63-0162 松花堂弁当、パック弁当等　1000円（＋税）〜　2日前からのご注文にてご予算
に合わせます

福
岡
地
区

あかまるちゃん 高岡市福岡町赤丸705-3 31-5472 日替わり弁当800円、唐揚げ弁当800円　ランチタイムのみ

一六鮨 高岡市福岡町下蓑新394-1 64-5227 盛り合わせ（並）一人前1,200円、一六巻き1,000円、細巻きセット1,000円、
ちらし寿し（並）1,200円、他

稲穂 高岡市福岡町大滝980-2 64-4035 焼き鳥各種1本70円〜、豚串1本100円、野菜串各種1本80円〜、串盛りセッ
ト1パック500円、他

魚竹 高岡市福岡町福岡新495 64-2148 日替わりおかずセット300円〜、日替わり総菜300円〜、刺身・焼魚・揚物、他

江戸寿し福岡店 高岡市福岡町一歩二歩169-2 64-6459 お弁当各種（江戸寿し弁当）864円〜、すし各種折詰550円〜、オードブル3,240
円〜、他

お食事処中藤 高岡市福岡町下蓑345-1 64-2156 丼物各種750円〜、ライス物各種（チャーハン・カレーライスなど）750円〜、
唐揚げ・ギョウザなど

お多福 高岡市福岡町大滝198 64-4897 出前のみ

割烹せせらぎ 高岡市福岡町荒屋敷634-3 64-2141 季節の弁当1,000円〜、おかずのみ1,500円〜、オードブル（5人前）5,000円〜、
刺身盛合せ（5人前）5,000円〜、他

しばた 高岡市福岡町荒屋敷28 64-2057 出前のみ

鋤田鮮魚店 高岡市福岡町江尻249-1 64-4010 弁当500円〜、刺身・焼魚・あげもの・肉料理、他

大喜寿し 高岡市福岡町福岡新566 64-2132 テイクアウト・出前は、1,500円以上から承ります（前日までに要予約）

大根の花 高岡市福岡町福岡1118 64-5589 お弁当各種（おかずのみ）800円〜、（大根の花弁当）1,000円〜、オードブル
3,000円〜、だし巻き400円、他

8番らーめん小矢部店 小矢部市西中野898 67-3399 野菜らーめん、野菜ちゃあしゅうめん、野菜こく旨らーめん、8番餃子、他

フェルヴェール 高岡市福岡町下老子775-2 64-8805 オムライス

福岡館 高岡市福岡町福岡1054 64-2009 お弁当、オードブル、他

北京飯店 高岡市福岡町上蓑406-1 64-4417 唐揚げ、エビのチリソース煮、餃子、他一品料理、五目炒飯、天津飯、他ご飯類

宮崎商店 高岡市福岡町赤丸1193 31-0201 オードブル、パック料理、焼魚・刺身・揚物・日替わりのおかず・総菜、他

中
田
地
区

天龍 高岡市中田5185 36-1120 （要前日予約）特製日替わり寿し弁当1,620円・サバ寿司一本1,550円、（当日注
文可能）だし巻き玉子460円、他

農園 kitchen moriy 高岡市今泉223 070-5062-1110 （14時以降引渡）ピザ（マリナーラピザ900円・マルゲリータピザ1,100円）、ロールケーキ400円、他

秀家 高岡市中田反保島560-2 36-1784 （要前日予約）海鮮バラチラシ750円（税別）・豚とエリンギ焼肉飯650円（税別）、
イカげそ唐揚げ550円（税別）、とりの唐揚げ550円（税別）、他

米沢食堂 高岡市中田5113 36-0910 （要前日予約）日替わり弁当650円〜、かつ丼750円、チャーハン600円、一口
ぎょうざ10ケ入450円、他

新三陽 高岡市下麻生1441-1 36-2500 酢豚970円、鳥から860円、かに玉860円、ギョウザ370円、（各パック代30円）、他

お好み焼きくろちゃん 高岡市常国327 36-1865 限定お弁当380円〜、たこやき380円、肉やきそば430円、くろ玉450円、い
かそば530円、他

萬盛庵 高岡市下麻生1019 36-0076 オムライス700円、チャーハン600円、焼きぞば580円、モツ煮580円、カツ
丼800円、他


