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先月の事業 Pick Up

平成27年度　通常議員総会
　６月24日（水）、第一イン新湊において、平成27年度 常
議員会、通常議員総会を開催しました。
　平成26年度の事業報告・収支決算について審議され、
いずれも原案通り承認されました。
　総会終了後、夏野市長、堀市議会議長、稲垣産業経済
部長をお迎えして懇親会を開催しました。
　牧田会頭より、「街の衰退に無関係な人などおらず、『い
みず塾』で一人ひとりの視野を広げるとともに、映画や
ドラマのロケ地というチャンスを繋げて地域を元気にし
ていきたい」との挨拶の後、夏野市長のご挨拶、堀市議
会議長の乾杯のご発声により開宴。和やかな雰囲気のもと、各々交流を深めました。
　以下、平成26年度事業報告の概要を掲載します。
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　平成26年度のわが国経済は、アベノミクス効果
により、着実に景気の回復が進んでいるものの、
消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動減や、
輸入物価の上昇等により、地方経済への波及につ
いては時間差があり、地域や業種、企業間によっ
ても格差が生じているのが実態です。
　このような中、県民が待ち望んでいた北陸新幹
線の開業、富山湾の「最も美しい湾クラブ」への
加盟、「全国豊かな海づくり大会」の１年前イベ
ント、映画「人生の約束」の撮影開始など、当地
域にとっては新たな飛躍と活力をもたらす好機に
恵まれた年度でありました。
　本所の平成26年度の主な事業は、政策提言活動、
中小・小規模事業者の経営支援、地域活性化事業
を中心に、５月には国より「経営革新等認定支援
機関」の認定を受け、経営課題が多様化・複雑化
する中小企業に対する経営支援をはじめ、創業や
新規事業計画に対する支援事業を行いました。
　「庁舎跡地」「魅力発信」「活気創造」の３つの
プロジェクトチームでは、新湊近未来構想の具現
化に向けた検討を行い、「新湊アート・メッセー
ジＴシャツ in 内川」「しんみなと紅白どんぶり選
手権」を実施し、交流人口の拡大に取り組みまし
た。そして韓国仁川商工会議所との姉妹提携が６
月に10周年の節目を迎え、韓国仁川市にて開催さ
れた記念式典に参加しました。
　また、会員大会においては新たに優良従業員表
彰を実施するなど、射水市の総合経済団体として、
諸事業に積極的に取り組みました。

■議員異動のお知らせ

■平成26年度の収支決算の概要 ■平成26年度の事業概要
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正副会頭会議
能越商工観光懇談会総会
本所青年部理事会

富山県商工会議所女性会連合会
視察会研修会

生活関連部会　講演会

消費税転嫁対策窓口相談等事業
販売促進セミナー　講演会

青年部講師例会
小規模事業者経営改善資金審査会
ワンコイン笑店街
Ｔシャツアート in いみず
内川十楽の市・夏の夜の彩り
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先月の事業 Pick Up

■新規加入会員のご案内
新加入会員
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ＧＲＩたかぎ
㈱ＮＩＣＯ
居酒屋　大吉
日本生命保険相互会社　越中新湊営業部
㈲M.D.K Corporation
安田製作所
合同会社新湊ベイブリッジ
IZAKAYA　来海
海王工業
山義食堂
経営共創　マネジメントコンサルティング㈱

射・東明西町1－3
射・桜町2－18
射・中央町10－20
射・本町1－14－9
射・津幡江678－1
射・高場新町4－56
射・七美中野63－11
射・新片町1－8－2
射・高場新町2－45－5
射・片口高場65－15
射・本町2－11－18

造園業
飲食店
飲食店
保険業
中古車販売
製缶・鉄・ステンレス溶接
物品販売業
飲食店
塗装業
飲食店
経営コンサルタント

髙　木　伸　生
加　治　宏　規
摺出寺　仁　一
岡　野　　　隆
メヘムッド　ザヒド
安　田　剛　志
松　田　治　男
高　木　孝　一
菊　地　充　夢
山　田　義　則
石　倉　尚　聡

シュール 高・吉久1－3－28 派遣業村　本　こずえ

事　業　所　名 所　在　地代 表 者 名 業　　　種

特 別 会 員
№
1

事　業　所　名 所　在　地代 表 者 名 業　　　種

専門技術部会勉強会5
6

　専 門 技 術
部会主催で

「富山高岡広
域都市計画
区域の現状」
と 題 し、射
水市都市計
画課 小塚 悟課長をお招きし、勉強会を開催しま
した。表題の広域都市計画区域の現状のほか、射
水市の都市計画ならびに都市計画区域の線引き制
度について分かりやすく講演いただき、参加者か
らは活発な意見が出され、有意義な勉強会となり
ました。

　富山市のANAクラウンプラザホテルにて富山
県商工会議所連合会の総会が行われました。県内
８会議所が連携して産業観光の活性化を目指し、
ホームページを開設することなどの事業計画が決
定。引き続き行われた懇親会では石井県知事も参
加されました。

富山県商工会議所連合会
通常総会開催30

6
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手間のかかる本人確認

　第２回は、民間企業で必須となる３つのマイナ
ンバーへの対応（①個人番号の収集、②個人番号
の保管、③帳票への記入と行政機関などへの提出）
のうち、①個人番号の収集について詳しく解説す
る。
　マイナンバー制度の下では、社会保障と税に関
する書類に個人番号を記載する必要がある。
　そのため、民間企業は、源泉徴収票などの税務
関係の書類と、社会保険関係の書類に、個人番号
を記載するために、従業員とその扶養親族などの
個人番号を収集する必要がある。また、支払調書
を提出する取引を行っている取引先と株主から
も、個人番号を収集する必要がある。
　個人番号の提供を受ける際には、必ず「本人確
認」を行わなければならない。具体的には、本人
から提供を受ける場合には、①番号確認と②身元

（実在）確認が必要となる。
　「番号確認」とは、番号が間違っていないか否
かの確認であり、個人番号カード、通知カードま
たは住民票で行うのが原則である。「身元（実在）
確認」とは、提供している人間がなりすましでな
い本人であることの確認であり、個人番号カード、
運転免許証または旅券などの顔写真付き身分証明
書で行うのが原則である（これらの書類の提示が
困難である場合には年金手帳や健康保険証などを
２つ組み合わせて確認する）。

　そのため、社内の誰が、どのようにして、従業員、
取引先、株主などから通知カードや運転免許証な
どの提示を受けるのかを検討しておく必要があ
る。
　また、代理人から提供を受ける場合には、①代
理権の確認、②代理人の身元（実在）確認、③本人
の番号確認が必要となる。代理人から提供を受け
る場合の典型的な例は、国民年金の第３号被保険
者関係届を、従業員を通じて会社が受領する場合
である。
　なお、「身元（実在）確認」（運転免許証・旅券
などの確認）に関しては、①企業が書類に氏名・
住所などをあらかじめ印字して配布し、その書類
を用いて提供を受ける場合、②入社時に、運転免
許証や旅券などで本人確認している企業におい
て、対面で提供を受ける場合など、③一度本人確
認した同一の者から継続して個人番号の提供を受
ける場合で、対面である場合など、については不
要となる。
　従業員、取引先、株主が多数に上る企業におい
ては、本人確認の事務負担が非常に重くなること
が考えられる。本人確認については、前述の方法
以外の多様な例外が定められているので、自社に
とって最も負担の少ない方法を確立することが重
要である。

【次回は８月号に掲載予定です】

牛島総合法律事務所
　　弁護士　影島　広泰

解 説 マイナンバー 第2回　

　富山県商工会議所
女性会連合会平成27
年度定時総会が６月
15日（金）富 山 県 民
会館において開催さ
れ、県内８女性会よ
り約100名出席しま

した。（射水より８名出席）
　平成26年度事業報告並びに収支決算・平成27年
度事業計画（案）並びに収支予算（案）について、

いずれも承認可決されました。今回の総会では、
議案説明を木谷会長が担当されました。
　総会後、公益財団法人富山市ファミリーパーク
公社　園長　山本茂行氏による「神の鳥ライチョ
ウを守る～動物
園にできること
～」と 題 し て、
記念講演会が開
催されました。

平成27年度定時総会･記念講演会開催
富山県商工会議所女性会連合会

女性会だより
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ゆとり世代への叱り方、叱られ方

　皆さんに質問です。あなたの部下や後輩が、重
要な打ち合わせの場に遅刻をしてきたとします。
その社員は「僕は早く出ましたが電車が遅れまし
て」などと、悪びれる様子もなく、遅刻の理由を
電車のせいにしています。こんなとき、あなたな
らどう対応しますか？
　「言い訳をするな！」と、ガツンと叱る。これは、
一昔前までなら主流だったかもしれません。しか
し、若い世代、特に「ゆとり世代」と呼ばれる人
たちの多くは、人から叱られることを苦手として
いるという調査結果もあります。ゆとり世代の社
員が職場で叱られたことで、親が会社に文句を
言ってきたり、極端な例では訴訟に発展している
ケースまであります。
　とはいえ、ゆとり世代だろうが何だろうが、仕
事上ミスをした相手に必要以上に気を遣い過ぎた
り、萎縮する必要はありません。ただし、先ほど
の頭ごなしな叱り方は、ゆとり世代に限らずNG
です。頭ごなしに叱っても、相手の反感や反抗心
をあおるだけで逆効果になってしまっては意味が
ないからです。
　そう考えると、「電車が遅れたのでは仕方がな
いね。次回からは、早めに連絡するなどしてね」
と過保護に諭してみたり、「……もういいよ」と
機嫌悪そうに突き放すのもNGです。なぜなら、
どちらの場合も「教える」になっていないからで
す。叱ることから逃げていると言っても過言では
ありません。これだと、おそらくこの社員は同じ
失敗を繰り返すことになるでしょう。

　叱ることの目的は、怒りの感情を伝えることで
はなく、次回同じ失敗をしないように教えること
です。ベストな対応は、遅刻の理由を存分に聞い
た上でそれを受け入れ、「よくわかった。でも、
何か言い忘れてはいない？」と、謝罪の言葉と今
後の改善策を引き出す叱り方です。これだと、相
手を追い詰めることなく、素直な反応や反省につ
ながり、何よりコンセンサスを得やすいので、次
なる失敗を繰り返す可能性が低くなります。
　ここまでは、叱る側の注意点を挙げましたが、
叱られる側の態度も重要なポイントになります。
いわば、「叱られ方」の心得もご紹介します。
　叱られて良い気分になる人はあまりいないで
しょう。しかし、叱る側とて同じことです。気分
は良くないけれども、あなたに失敗を糧に成長し
てもらうために自分の貴重な時間を削りながら
叱っているのです。「ありがたい」とまでは即座
に思えないかもしれませんが、叱られたからと
いって腹を立てたり、しょげるのではなく、「ど
うしたら次につなげられるか」と未来志向で考え
てほしいのです。その上で、なるべく素直な気持
ちで叱られるよう心がけてみてください。すると、
自然と反省もでき、謝罪の言葉も躊躇なく言える
はずです。
　大切なのは、叱る側も叱られる側も、大人の態
度で接し合うことです。それが、“叱る・叱られる”
の円滑なコミュニケーションを生み出し、社員同
士を成長させ、ひいては、会社の組織力を強化す
ることにつながっていきます。

人財育成コンサルタント
　　　　　　美月　あきこ 

ちゅうちょ
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インフォメーション

　特許や商標などの知的財産権の基礎的な内
容について学びたい方、興味がある方など、
初心者レベルの方を対象に説明会を開催いた
します。参加費は無料（テキスト付き）で、
どなたでもご参加いただけますので、この機
会に奮ってご参加ください。
開 催 地　富山県民会館（４階401号室）
　　　　　富山市新総曲輪4－18
開 催 日　７月23日（木）
講　　師　特許庁産業財産権専門官
講義内容　知的財産権の概要について
　　　　　　知的財産権・特許・実用新案制度の概要
　　　　　　意匠・商標制度の概要
　　　　　　産業財産権の活用、各種支援策の紹介等
※説明会のテキストは、開催当日に配布いた

します。
お申込方法等詳しい内容は…

　日本で最も楽しいヨットレースであるタモ
リカップを富山にて開催！

　日本を代表するエンターテイナーであるタ
モリさんが主催する、とても楽しいヨット
レース。ヨットマンでもあるタモリさんが、
横浜、福岡で開催していますが、今年初めて
富山でも開催して頂くことになりました。

　レース参加艇が挨拶＆パフォーマンスしま
す。子供たちによるディンギーパレードも実
施。なお、ヨットレースは四方沖から11時ご
ろスタートし、海老江海水浴場近くでゴール
しますので、お昼頃から海老江海水浴場から
観戦頂けると思います。

タモリさんから優勝者にタモリカップ
を授与する表彰式も見学自由！

日時：７月19日（日）15:00 ～ 16:30
場所：新湊マリーナ
問合せ先
　タモリカップ富山大会事務局
　FAX 0766－86－5441
　Email：tamoricup@toyama-sailing.atnifty.com

◎ご利用の方は、事前に本所（TEL.84－5110）まで
　ご予約をお願いします。

マル経融資

普通貸付

小口事業資金

中小企業振興資金

1.25％

1.30 ～ 3.00％

1.80％以内

1.80％以内

日本政策金融公庫
（国民生活事業）

富　山　県

射　水　市

利率（年）資 　 金 　 名

【相談会場】　射水商工会議所１階相談室

主な公的融資制度の利率

初心者向け知的財産制度説明会2015

日本政策金融公庫
定例相談会

金 融 関 係

税経セミナー

タモリカップTOYAMA
開催のお知らせ

（平成27年７月１日現在）

7月21日(火)
13:00 ～ 15:00

7月23日(木)
13:00 ～ 15:00

高岡支店国民生活事業
●小口の事業資金融資
●創業支援・地域活性化支援
●国の教育ローン、恩給・共済年
　金等を担保とする融資

富山支店中小企業事業
●中小企業への長期事業資金の融資
●国の中小企業政策に基づいた支援

開 催 日 時アドバイザー等

公益社団法人　高岡法人会

□日　時　平成27年７月16日（木）
　　　　　14：00～ 15：30

□場　所　高岡商工ビル　４Ｆ

□講　師　商品ジャーナリスト
　　　　　　　　　北村　　森氏
□演　題　｢売れる商品･サービスの
　　　　　　　　　　　　　秘密はこれだ｣
■入場無料
　　（事前に電話にて申込みお願いします）

■申込･お問い合わせ先
　公益社団法人高岡法人会
　TEL 23－8855  FAX 26－1216

タモリカップとは…

レース参加艇によるヨットパレードも開催！

知的財産権制度説明会2015

http://www.jiii.or.jp/h27_shoshinsha/



　市内の中小企業の皆様の季節的資金需要期の運
転資金として市より短期の融資を行います。
　夏季の一時的な運転資金が必要なときにご利用
ください。

 1 ご利用できる方  
以下の要件をすべて満たす方
原則、市内に住所又は事業所を有し、１年以
上継続して同一事業を営んでいること
税金（市税）を完納していること

 2 融資限度額
１事業者　　500万円

 3 融資利率
年１．８％

 4 申込受付期間
平成27年６月15日（月）
　～平成27年７月31日（金）

 5 返済期限
平成27年10月30日（金）

◆詳しくは、射水市商工企業立地課まで
　TEL 0766－82－1955

　HPアドレス
http://www.city.imizu.toyama.jp/event-topic
s/svTopiDtl.aspx?servno=8813

とやまシニア専門人材バンクとは
　専門的知識、技術、経験を活かして就労を
希望する高齢者と、これらの人材を求める企
業との効果的なマッチングを図るため、富山
県・富山労働局・富山公共職業安定所が一体
となって開設した就職支援施設。企業の人材
確保をお手伝いします！

対　　象　概ね55歳以上で、専門知識や技術等
を活用して再就職を希望される方
これらの専門人材の採用を希望する企業等

所 在 地　〒930-0805
　　　　　富山市南入船町9番1号（とやま自遊館2階）
電話番号　TEL 076-444-4289

＊詳しくはホームページをご覧ください
　https://senior-bank.pref.toyama.lg.jp/

　平成27年６月１日より、現在の運用環境および
金利動向等を踏まえ、制度の安定的な運用を行う
ため、規約利率を0.5％から0.3％に変更させてい
ただきました。
　ご加入いただいている事業所の皆様には、何卒
ご理解いただきますようお願い申し上げます。

インフォメーション

平成27年7月10日 ● 第694号 7

射水商工会議所2015会員大会

安 岡 定 子 氏

問合せ先　射水商工会議所　総務課　向田まで

開催日時 平成27年8月2日日
会　　場 第一イン新湊2階
記念式典

記念講演会

13:00 ～ 14:00
● 永年会員表彰
● 共済制度普及優良事業所表彰
● 優良従業員表彰【30年、20年、10年勤続】
14:00 ～ 15:00
講師　安岡定子氏
　　　漢学者 安岡正篤の孫。論語講座の第一人者。

ご利用
無料

短期季節資金（夏季分）を
実施します

とやまシニア専門
人材バンク
登録企業募集中！

特定退職金共済制度の
規約利率を改定しました

参加無料
会員事業所

の

皆様のお越
しを

お待ちして
います。

粗品を準備しています。
引換券をご持参下さい。



　このコーナーでは、世界で活躍する
企業、オリジナル商品がすごい企業な
どキラリと輝く射水市のがんばる企業
をご紹介します。

　今回は射水ケーブルネットワーク株式会社を取材しました。同社は昨年、開局20周年を迎え、各種スポー
ツ大会に加え、初の冠大会となるビーチボールバレー大会の実施や、最近では生活安全サービスの開始、
今秋には格安スマホの販売予定など、今後ますますの地域に根ざした発展が期待される企業です。また、
平成26年度の加入者数が伸び、売上高は過去最高となりました。専務取締役　牛塚松男氏にインタビュー
をお受け頂き、その原動力に迫りました。

　自分が社会の情報に敏感になるコツは？という質問に対し、「人と話すこと、繋がること」と返答され
た牛塚専務。会社自身も、地域と積極的に繋がることで社会の変化に敏感になり、競争の激しい中で生き
残っていく道を模索するのだそうです。テレビ、インターネット、電話という幅広い商品を提供しながら、
更に新しいサービスを地域へ提案する原動力は、実は地域の中にあるとは驚きでした

射水ケーブルネットワーク株式会社
代 表 者：川井和夫　代表取締役

設　　立：平成4年6月

事業内容：情報通信業

HPアドレス：http://www.canet.ne.jp/

住　　所：〒934-0012 射水市中央町17-1

　当社は射水市内全域と高岡市の牧野地区がサービスエリア
ですが、同じ業界の中では北陸初となる、全エリアの伝送路
光化が完了しております。これにより、より快適な通信環境
を提供できるようになりました。現在、企業向けにデータの
クラウドサービスを行い、通信環境だけでなく、データ管理
もサポートしています。今後はこの大容量・双方向の高度な
情報通信環境を活かし、個人の消費者の皆さんにもより魅力
的で、地域に密着した、生活に役立つサービスのご提案がで
きればと考えています。
　例えば、現在、今秋に格安スマートフォンと格安SIMカード
の販売を予定しており、より幅広い層に手軽にスマートフォ
ンを手にしてもらえるのではないかと考えています。

キラリしんみなと

8 第694号 ● 平成27年7月10日

No.39 ◆ 射水ケーブルネットワーク株式会社

掲載企業募集しています　射水商工会議所　TEL.84－5110（見﨑まで）

地域あってこその会社
回線の整備状況について教えてください

　当社の経営理念として中心に据え、守っている考えは、“地
域貢献、地域密着”です。地域の生活の安心・安全にも貢献し、
より快適な日々を送れるようサポートしていきたいと考えて
います。利益だけではなく、映画ロケのボランティアへの参
加など、地域の発展のためにしなくてはいけないことを第一
優先に考え、積極的に地域に関わっていくようにしています。
地域の皆さんあってこそのケーブルテレビは、コミュニティ
チャンネルの充実など、皆さんと繋がることを大切にしてい
ます。

大切にしている思いについてお聞かせください

取材を終えて

専務取締役　牛塚松男氏


