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2月27日、28日と「第16回入善ラーメンまつり」がうるおい館前特設会場をメイン会
場に開催されました。今年も「東池袋大勝軒」や「せたが屋」、「らーめんでびっと」とい
った東京の有名店や、県内のカラーラーメンなどが出店しました。会場は人気の味を求
める来場者で長い列ができていました。また、うるおい館では「全国絶品スイーツ＆地
元スイーツフェス」や企業PRブースが出店し、過去最高の38,000人が来場され、大盛況
のラーメンまつりとなりました。
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大盛況!!
　38,000人が来場!!

2/27日（土）〜28日（日）

2016冬遊ぼう　第16回
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　お客様の投票によって今年
の一番美味しいラーメンを決
めるラーメングランプリ2016。

　「入善牡蠣ノ星」監修のか
きラーメンは惜しくも２位で
した。

第16回 入善ラーメンまつり
2016冬遊ぼう

入善ラーメングランプリ2016

自衛隊の
車両展示

全国の有名店が

入善町中心市街
地に

集結!!

［優勝］佐野ラーメンSH I N

［次勝］入善かきラーメン

［３位］でびっと
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来場者38,000人
　2月27日（土）〜28日（日）

　去年の9月頃、ラーメン祭りの実行委員長を引き受けてはみたものの、正直不安しかありませんでした。今まで
ラーメン祭りに関わったことのない自分ではなく、もっとふさわしい方がたくさんいるのにという気持ちでした。
1からではなくゼロからのスタートだったため、遅れる部分もでてきました。いつもはあまり慌てることのない私
ですが、さすがにまずいと思い、慌てました。そんな時先輩方が声をかけてくださり、助けてくださったので少し
ずつですが、なんとか進むことができ、本番を迎えることができました。
　本番当日は、雪が降るのではないかと心配される中、良い天気に恵まれ、初日の開会式は多くの来賓の方々と共
に、例年以上の盛り上がりの中始まりました。
　ラーメン店も人気があり、長蛇の行列でとてもにぎわっていました。うるおい館2階で行われていたスイーツ
フェスでも、1時間近い行列が出来る店舗もあり、売り切れてしまうなどラーメンブースに劣らない盛り上がりで
した。1階の自衛隊ブースにおいても、車両展示やコスプレ体験など家族連れの方々に喜んでいただけました。
　また今年は、あいの風とやま鉄道に協力をいただき、東滑川駅から石動駅の各駅から入善駅まで往復1000円と
したので、県内のより多くの方々に来ていただけたのではないかと思っています。来場者の中には土曜日楽しかっ
たから、日曜日も来たという声もいただき、みんなで苦労してきてよかったなぁと感じました。
　実行委員長を引き受けたからには、小さなお子さんからお年寄りの方まで、いろんな世代の方に楽しんでいただ

き、ラーメン祭りを通して多くの人に入善町に来ていただいて、少しで
も活気ある街になってほしいという思いでやってきました。その思いが
今回少しでも届いていたらうれしいです。その思いを自分の仕事やこれ
からの青年部の活動にいかせたらと思います。
　今回のラーメン祭りで、自分は1人では何も出来ない、周りの方々に助け
られているんだということを再度実感しました。本当にありがとうござい
ました。これからも色々と迷惑をかけるかと思いますが、よろしくお願いし
ます。　　   　　　　　　　　　　　　　　実行委員長　柳沢　俊哉

全国絶品スイーツ＆
地元スイーツフェス
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入善町商工会新年懇談会

第56回交通安全全国国民運動中央大会
女性部が「交通安全優良団体」として表彰される

　1月20日（水）うるおい館におきまして、笹島入善町長、上田県議会議員、鬼原
入善町議会議長などのご来賓および商工会員を合わせて181名の参加により、平成
28年入善町商工会新春懇談会が開催されました。
　新春懇談会の冒頭、扇原会長は、小規模事業者を取り巻く環境は依然として厳し
いままだが、平成27年に県内で唯一当商工会が経済産業省より認定を受けた経営
発達支援計画を着実に進めて行くとともに、入善町が策定したにゅうぜん「まち・
ひと・しごと」創生戦略の実施に向けて、商工会の持てる資源を総動員して、その

　1月15日、東京都日比谷公会堂にて「第56回交通安全国民運動中央大会」
が開催され、その席上、交通安全優良団体として表彰状をいただきました。
　平成10年から毎年部員一丸となって手作りマスコットを作成し、交通安
全週間にマスコットと安全運転の一声をドライバーに呼びかけてきた活動が
交通安全推進のお役に立てたものと喜んでおります。

戦略目標を達成できるよう貢献していき
たい。そして、平成28年は挑戦する年
にしたいと挨拶しました。

1月20日　うるおい館

1月15日　東京

　その後、役員功労者として全国商工会連合会会長表彰を受けた竹
内省吾さん、浜田進一さん、上田健次さん、岡本諭さん並びに優秀
青年部員である廣川範樹さんに、そして優秀職員として中小企業長
官表彰を受けた草島恵子さんへ扇原会長によって伝達表彰が行われ
ました。
　続いて、入善町長笹島春人様、富山県議会議員上田英俊様より祝

辞をいただいた後に、入善町議会議長鬼原征彦様の乾杯で祝宴となりました。
　懇談会では、来賓並びに商工会員が和やかに親睦を深め、今年1年の活躍をお互いに語り合いました。懇談
会の中締めにあたり、みな穂農業協同組合代表理事組合長の細田勝二様より入善町商工会への暖かい万歳があ
り、井田商工会副会長が来賓の方々への万歳をして宴を閉じました。

〈全国商工会連合会会長表彰〉（敬称略）
　役員功労者　　　竹内　省吾　　浜田　進一　　上田　健次
　　　　　　　　　岡本　　諭　　岩場　純夫

　優秀青年部員　　廣川　範樹

〈中小企業長官表彰〉

　優秀職員　　　　草島　恵子
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今年度も実施されました“まちゼミ”得する
街のゼミナール

　真珠の話・ジュエリーコーディ
ネートと回を重ねて、3回目は「メ
ガネで変身」講座でした。

　「お使いの食卓チェアの座面を張り替え
てみよう」がタイトルで、体験型のゼミです。
　クッション材、張地材は、無料で、90分
の時間で、椅子のイメージが一新し、座り
心地も良く、参加して楽しく大変良かった
と喜んで頂きました。ゼミの効果は、チラ
シの写真が参加店主の笑顔であふれていて、
内容は、自店はもとより参加店の魅力をア
ピールでき、商店街のファンづくりにつな
がると思います。今後も継続して、参加し
やすいものも増やしていきたいと思います。

（第2回まちゼミ）平成27年5月29日〜6月27日
参加店舗：主に中心市街地エリアの22業者
実施結果：28講座／113名

（第3回まちゼミ）平成27年11月21日〜12月18日
参加店舗：主に中心市街地エリアの22業者
実施結果：25講座／136名

　3回目は「はじめての一眼レフ」と「お抹茶のい
ただき方」という講座を開かせて頂きました。
　カメラの方は、前回も受講して下さった方々の
参加もあり、和気あいあいで、楽しい時間を過ご
すことができました。抹茶の方は、初めての方ば
かりだったのですが、店内を見て頂く良い機会に
なったのではないかと思っています。少しです
が、売り上げにつながった事もあり、次回も参加
者の皆さんと楽しめたらいいなと思います。

ひまわり写真館
「はじめての一眼レフ」
「お抹茶のいただき方」

リールミチイチ
「メガネで変身」

細田ファニチャー
「食卓チェア座面を
　  張り替えてみよう」

　今回で3回目となる「まちゼミ」。1、2回目
は陶芸、3回目は津軽三味線の講座を開きま
した。
　私は飲食店を経営しておりますが、趣味
を講座にする事でお店にとって良い影響が
あるのかと不安もありました。
　講座を重ねるうちに分かりました、それ
はたくさんの人々と出会えた事です。
　そんな出会いがお店の宣伝、知ってもら
うきっかけに繋がる、これこそが「まちゼ
ミ」の魅力です。人々の繋がりをもっと広
げられるようにこれからもおもしろい企画
に取り組みたいと思います。

越
「初めての
　　津軽三味線」

 まちゼミ参加店の感想

　集まっていただいたお客様にそれぞれ違ったタ
イプのフレームをかけていただきます。フレーム
のないメガネ、メタルの繊細なメガネ、プラスチ
ックの存在感のあるメガネ等…。アイパッドで写
真を撮って、専用アプリで比較してみます。同時
に四画像を比較すると、同じお顔でも全く違う表
情に見えます。みんなで、これが似合う、あれが
おしゃれと盛り上がりました。後は近視・遠視・
乱視・老眼の話などをしてみました。最初は緊張
ぎみのお客様も、最後は和気あいあい、リラック
スして、メガネの変身効果も楽しんでいただけた
と思います。
　まちゼミは、体験型の方が集まりやすい事、ネ
タが無くなってきた事。今後の集客・ネタ探し、
正直大変悩ましいです。
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・特定最低賃金が（時間額）772円〜800円まで改正され、H28.3.11
　までには適用されています。
※詳細は富山労働局ホームページに掲載されています。

富山県（地域別）最低賃金 時間額：746円
H27.10.1 より富山県の最低賃金の改正のお知らせ

　“中心市街地商店街の来街者を来店者へ”を目指して、全国的に新たな商店街活性化の手法とし
て注目されている「商店街すごろく」イベントを町中心市街地エリアで実施しました。
　「商店街すごろく」は、商店街のお店をスゴロクのマスに見立て、参加者はサイコロを振って商
店街を回遊し、立ち寄ったお店ではゲーム等を楽しみながら商店主と触れ合います。
イベントを通じ、これまで見過ごしていた地元のお店の魅力に気付いてもらうことで、商店街再興
の切っ掛けとする事業と位置付けて実施しました。

全国で活性化事例!!「商店街すごろくイベント」を実施 12月19日（土）  

　県内で初となるこの事業については、商店街の新しいチャ
レンジを支援する（株）全国商店街支援センター「トライア
ル実行支援事業」の採択を受けて実施しています。
　入善版「商店街すごろく」の特徴として、今では普段使う
ことが少なくなった「入善弁」をゲームに活用。実行委員会
で195語の入善弁をリストアップ、1語・1語をトランプのカ
ード形式に整理して問題とし、言葉の意味を参加者に三択
で当ててもらうクイズゲームを行いました。特に現在の小学
生は、「てっしょ」や「とっぺ」、「よさる」など殆どちん
ぷんかんぷんで、とても興味を持って楽しんでくれました。
また、参加者のアンケートでは、「普段入らないようなお
店に入れてよかった。」「とても楽しかった、また参加した
い。」などの声をいただきました。
［参加チーム数］57チーム（112名）
［参加店舗数］　35（協力店含む）

　入善町では、例年右のような商品券を発行しております。
　平成28年度も町商品券が発行されますので何卒取扱いにご協力いただ
きますよう、よろしくお願いします。（下水道接続補助商品券含む）
　町商品券取扱店に関しては、商工会商品券取扱加盟店と同じ店舗で取扱
いできるものとさせていただきます。 〈問い合わせ先〉

●町商品券取扱いについて
　役場キラキラ商工観光課
　　　　　　　☎72−1100　内線321
●換金について
　役場会計課　☎72−1100　内線111

町商品券の取扱いにご協力をお願いします!

・商品券はおつりが出ない金券としてお取り扱いください。
・�換金手続きは、役場会計課へ商品券に記載の有効期限の翌月末までに行ってくだ
さい。
・�商品券の使用及び換金の有効期限は発行課によって異なりますのでご注意ください。
・換金は口座振込みになります。

有効期限は
発行課によって
異なります

見 本

←
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補助上限額： 50万円
　　　　　　100万円（海外展開、雇用対策、買物弱者対策）
　　　　　　500万円（複数の事業者が連携した共同事業）

●　●　●　施 策 情 報　●　●　●

● 複数税率対応として、2つの申請類型があります。

● 申請はいつでも受付け、できるだけわかりやすく。申請サポートもあります。
● 「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会で成立し、その成立日から平成29年3月31

日までに導入または改修等が完了したものが支援対象となります。

軽減税率対策補助金

事業概要：導入する設備ごとの省エネ効果等で簡易に申請が行える制度を創設し、中小企業等の省エネ効
果が高い設備への更新を重点的に支援。

補助対象：「長期エネルギー需給見通し」（平成27年7月）における省エネ量の根拠となった産業・業務
用の設備のうち、業種横断的に使用される設備を対象。

　消費税軽減税率制度（複数税率）への対応が必要となる中小企業・小規模事業者の方々が、複数税率対
応レジの導入や、受発注システムの改修などを行うにあたって、その経費の一部を補助する制度です。

公募期間：2016年3月下旬から1ヶ月間（推定）
　　　　　複数回に分けて公募予定。
　　　　　�平成26年度補正予算のA類型のような先着順の

採択ではなく、一定期間内に受付した申請につい
て、内容を評価して採択される予定。

補助率：1/3
補助対象事業：更新のみ
　　　　　　 （但しFEMSは新設も可）
補助対象経費：設備費のみ

中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業

　小規模事業者のビジネスプランに基づく経営を推進するため、商工会と一体となって経営計画を作成
し、販路開拓に取り組む費用を支援します。
　また、小規模事業者の経営を筋肉質にしていくことを目指して、業務効率化・生産性向上に向けた取組
も支援の対象とします。

※詳細は、経営指導員に
　ご相談下さい。

補助率：2/3

小規模事業者持続化補助金

A型：複数税率対応レジの導入等支援
複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応
できるように既存のレジを改修したりするときに使え
る補助金です。
※レジには、POS機能を有していないレジ、モバイル
POSレジシステム、POSレジシステムなどを含みます。

B型：受発注システムの改修等支援
電子的な受発注システム（EDI/EOS等）を利用する
事業者のうち、複数税率に対応するために必要となる
機能について、改修・入替を行う場合に使える補助金
です。

活用事例
〈犬用オリジナルグッズ開発に伴う新規顧客獲得事業〉
ー犬用オリジナルクッズ販売店ー
・�当補助金を活用して、3Dプリンタを購入し、オリジナルス
マートフォンケースやペット用アクセサリーの試作品、犬
用のオリジナルグッズやラベルのデザインを作成する。

活用事例
〈オンライン販売機能を持ったホームページ作成〉
ー和菓子店ー
・�より多くの顧客に購入頂くため、オンライ
ン販売ができるホームページとブログを開
設する。

☆公募受付中　5月13日（金）までが受付締切です。

●申請受付期限
　☆Ａ型：平成29年5月31日までに申請（事後申請）
　☆Ｂ型：平成29年3月31日までに事業が完了するように申請
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北陸新幹線の開業からはや1年。長野、東京方面
からの旅客数も増え、宇奈月温泉の宿泊客も大幅に
増加しましたが、入善町では観光面、ビジネス面で
もあまり変化がなかったように思われます。
北アルプスを背景にした緑の田園風景、黒部川扇

状地を彩るチューリップ畑、沢スギ等は、入善の素
晴らしい観光資源です。黒部宇奈月温泉駅からの交
通アクセス、宿泊施設等を充実させ、入善の人柄の
温かさをプラスして、更なる集客につなげればと思
います。　　　　　　　　広報委員会　池原　憲文

編集
後記

E-mail:nyuzen@shokoren-toyama.or.jp　　http://www.nyuzenmachi-shokokai.jp/

開催期間：4月9日●～30日●〈入場無料〉土 土

会　　場：JAみな穂中央農業倉庫周辺

ウェルカムイベント　4月16日●・17日●土 日

※開花情報は4月上旬よりWEBサイトでご覧になれます  http://flowerroad.jp

・入善スマートインターから車で2分
・黒部、朝日インターから車で15分
・新幹線黒部宇奈月温泉駅から車で15分
・あいの風とやま鉄道入善駅から車で5分

　日本一のチューリップ球根の産地である富山県のなかでも、入善町は有数の産地として知られており、
チューリップ球根の生産圃場を活用した「にゅうぜんフラワーロード」は今年で20回目の開催となりま
す。約8haの圃場に300万本のチューリップやクロッカス、スイセンなど、春を彩るお花が絨毯のように
咲き誇ります。
　会期は4月9日～30日です。3,000m級の山々を背景に、色鮮やかなチューリップが咲き揃う光景は壮
大です。

〈お問合せ〉キラキラ商工観光課　☎72－1100
　　　　　　入善町観光物産協会　☎72－0330

　フラワーロード会場は毎年場所が
変わります。チューリップ畑はフラ
ワーロード会場だけでなく、町内に
点在しており、日々変化する春の風
景を楽しむことができます。
（開花時期については開催期間を若
干前後する場合があります）

〈販売場所〉入善町観光物産協会（うるおい館）キラキラ商工観光課　〈お問合せ〉入善町観光物産協会 ☎72－0330

開演18：30（開場18：00）

平成28年 4月 8日金  うるおい館イベントホール

3000円チケット

　桜の季節がやってきました！第10回入善桜まつりが開催されます。町民をはじめ、町内各団体の交流と親睦
の場として親しまれているイベントです。お花見気分で飲んで食べて華やかな一夜をお楽しみください。


