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地元の秋の味覚を堪能

■先月の事業 Pick up
　千曲商工会議所・富山県下商工会議所との交流事業
　経営力向上セミナー「競争戦略と真の強みについて」
　新湊カニかに海鮮白えびまつり
　全国豊かな海づくり大会

■青年部だより

　主な今後の動き

■女性会だより
■納税表彰
■言葉の力
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　解説マイナンバー　第6回

■インフォメーション
　金融関係
　高岡法人会
　日本人留学生・外国人留学生対象　合同企業説明会・企業研究会
　平成28年度射水市納税通知用封筒掲載広告募集
　食彩しんみなと開催
　マイナンバー制度導入に向けた準備について
　11月は『労働保険適用促進強化期間』です
　本所「生命共済」の配当金について

■キラリしんみなと
　7luck café
　　　　マネジャー　加治　宏美 氏
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先月の事業 Pick Up

経営力向上セミナーを開催
　10月13日（火）から３回にわたり、本会館会議室において、「競争戦略
と真の強みについて―効果的な競争戦略が何かを考え、自社の真の強
みを見つけよう―」と題し経営力向上セミナーを開催しました。
　当事業は、本所と射水市商工会で構成する射水市商工協議会の主催
により開催したもので、講師に富山大学経済学部教授・副学部長の内
田康郎先生をお招きしご講演いただきました。
　セミナーでは、まず経営戦略の重要性について説明され、その上で「自
社の強み」「顧客」「競争相手」を正しく理解し、自社がどこへどのよ

うにして向かうべきかについて学びました。今回は残念ながら受講者も少なかった訳ですが、他の事例を
基にグループディスカッションを行うなど、より分かりやすい内容で、先生のお人柄が分かる和やかな雰
囲気の中、受講者の皆さんは時に笑顔を交えながら聞き入っておられました。
　今後も「人材こそ地域資源」を合言葉に、地域経済の発展に向け、各種講演会や講習会を開催する予定
です。是非より多くの方にご参加いただければ幸いです。

第２回紅白どんぶり合戦
新湊カニかに海鮮白えびまつり18

10

　新湊漁港東地区において「射水市合併10周年記念 新湊カニかに海鮮
白えびまつり」が開催されました。当日は天候に恵まれ、県内外から
多くの方が新鮮なカニや魚介類を求め来場されました。同会場にて当
所事業として「第２回紅白どんぶり合戦」を実施し、８組16名の参加
者が真剣勝負でカニと白えびを使ったどんぶりを作り上げ、盛況のう
ちに終了しました。出店エリアでは、各店完売となるほどの盛況ぶり
で、一日を通し会場内は賑わっていました。

　天皇・皇后両陛下ご臨席のもと、25日（日）に全国豊かな海づく
り大会が射水市をメインに開催されました。記念式典は、森山農
林水産相、丸川環境相をはじめ、国会議員、市町村長、高木県商
議所連合会長、石澤県商工会連合会長らが出席し、高周波文化ホー
ルにて盛大に開かれ、海王丸パークでは24日（土）、25日（日）両日
ともに関連行事が行われました。特に天皇・皇后両陛下がヒラメ
とキジハタの放流を行われた25日（日）には、両陛下のお姿を拝見
しようとパーク内は多くの人たちで賑わいました。

13・28
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天皇・皇后両陛下がご来県
第35回豊かな海づくり大会24・25
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千曲商工会議所・富山県下商工会議所との交流事業
新湊曳山まつりを観覧

　友好提携を結んでいる千曲商工会議所より、滝沢会頭、中山・宮下両
副会頭をはじめ８名、県下商工会議所会頭５名の皆様方をお迎えし、交
流事業を行いました。新湊庁舎前にて花山を観覧後、松山学芸員による
曳山にまつわる講演会を開催し、参加者の皆さんは熱心に耳を傾けてお
られました。その後、懇親会、提灯山を見学しました。

1
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射水市合併10周年記念式典・特別表彰式
射水市農業産業まつり
はじめての貿易実務セミナー

経営力向上セミナー
「戦争戦略と真の強みについて」

正副会頭会議
部会長連絡会議
新湊庁舎跡地利活用検討会

11/1
11/7
11/9

11/10

11/11
11/11
11/12

日
土
月

火

水
水
木

＜会議所＞主な今後の動き

魅力発信プロジェクト「創造企業報告会」
本所青年部理事会
簿記検定試験
本所女性会「視察研修会」

消費税転嫁対策窓口相談等事業
「リピート客を増やす秘訣」講演会

小規模事業者経営改善資金審査会
本所議員視察

11/12
11/12
11/15
11/19・20

11/19

11/19
11/25～28

木
木
日
木・金

木

木
水～土
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　射水商工会議所２階会議室において臨時総
会が開催され、平成28年度会長予定者に横尾
宗憲氏（横尾建築 代表・射水市鏡宮）が選任
されました。横尾氏は「来春には射水市を舞
台とした映画「人生の約束」が公開され、そ
れに伴い他県からの多数の観光客が、この射
水の地に来ていただけると予想される。この
チャンスを逃さぬよう、若いアイディアを積
極的に提案していきたいと思う。」と力強い決
意を述べられました。

青年部臨時総会

　10月24日（土）～25日（日）に「第35回全国豊かな海づくり大会
～富山大会～」が海王丸パークほかで開催されました。関連行
事として「とやま豊かな海づくりフェスタ in 海王丸パーク」と
して開催され、青年部はどんどん焼き及びベニス焼きの販売を
行い行事を盛り上げました。両日ともに天候に恵まれ、多くの
お客様に青年部名物を味わっていただきました。

第35回全国豊かな海づくり大会　富山大会
－関連事業「とやま豊かな海づくりフェスタ in 海王丸パーク」－

　10月18日（日）に「新湊カニかに海鮮白えびまつり」において、
青年部が出店しご当地名物の『どんどん焼』及び新メニューの『内
川ベニス焼』を販売し、例年以上に多くの来店客で賑わい大盛
況でした。
　また、今年も姉妹提携をしている長野県千曲商工会議所青年
部が出店し、信州そばやりんご、ぶどう等の果物販売を行い、
たくさんの来店客が秋の味覚を求めて賑わいをみせていました。

どんどん焼販売

▲横尾次年度会長予定者

▲野上会長

青年部だより
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　10月２日（金）毎年恒例の富山県商工会議所女
性会連合会第31回観月会が滑川女性会の担当によ
り111名が参加（射水より９名）し開催されました。
また、10月22日（木）23日（金）第47回全国商工会
議所女性会連合会石川全国大会が開催され、全国
より3,237名が参加（富山県より107名：射水より
10名が参加し盛大に開催されました。
　全国大会総会では、山崎全商会長、日商三村会
頭他による主催者挨拶。谷本石川県知事、山野金
沢市長他による来賓挨拶後、女性起業家受賞式等
が行われました。記念講演会では㈱スギヨ　代表
取締役社長　杉野哲也氏より「㈱スギヨの歴史と
経営戦略」ルーツを紐解き将来へ向けてと題して
お話頂きました。「カニカマ」のヒット商品を生
み出すまでの経緯についてお話されました。これ
らの事業をとおし、県内外の女性会の皆様と交流
を深めることができ、女性会の皆様と有意義な時
間を共有し絆が強くなりました。
　来年は徳島県で開催されます。

県内外の女性会との交流を深める

　10月29日（木）片口保育園を訪問し、７月26日に海王丸パー
クで開催された、富山新港新湊まつり花火会場において販
売した、当女性会員手作り味噌田楽（こんにゃく）の収益
で購入した「ゲームボックス」をプレゼントしました。
　この事業は今年で20回目、女性会活動の一環で地域社会
の発展に寄与するために実施し、将来を担う子供達の教育
に役立てて欲しいと片口保育園に持参しました。贈呈式に
は木谷会長、四方副会長、小杉副会長が出席しました。

　県青色申告会連合会理
事　門嶋勇氏が、金沢国
税局より、平成27年度の
国税局長納税表彰に選ば
れ、10月30日（金）に 金 沢
市内のホテルで表彰式が
行われました。同氏は平
成８年より新湊青色申告会会長に就任。長
年にわたり申告納税制度の普及・発展に努
められ、その功績が称えられました。

贈呈式

祝　納税表彰

新湊青色申告会会長
門嶋　勇氏

女性会だより

書道家　武田　双雲

日本語の
ご自愛ください
という言葉が大好きだ。
 
自分を愛することが
他人を愛する
そして愛される
一番の近道なのだと思う。
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厳格な本人確認方法

　前回は、通知開始時の注意点や、マイナンバー
取得時の利用目的の通知について解説させていた
だきました。今回は事業所における、マイナンバー
取得時のポイントを解説いたします。
　さて、前回でも述べましたがマイナンバーを利
用する事務は厳しく制限されており、①社会保障、
②税、③災害対策の３つの分野に関する手続き書
類の作成事務を行う必要がある場合に限り、本人
にマイナンバーの提供を求めることができます。
その際には利用目的の明示とともに、なりすまし
などの防止のために本人確認が求められていま
す。
　この本人確認の方法も厳格に決められており、
そのマイナンバーの番号が正しい番号がどうかの
確認「①番号確認」と、その手続きを行っている
者がそのマイナンバーの正しい持ち主であること
の確認「②身元確認」を行わなければなりません。
この①、②の２つを同時に行えるのが「個人番号
カード」です。
　「個人番号カード」は、平成28年１月以降希望
者に発行されるカードで、表面に顔写真と氏名、
住所、生年月日、性別が記載され、裏面にマイナ
ンバーが記載されます。そのため、裏面で「①番
号確認」、表面で「②身元確認」が行えるようになっ
ています。
　なお、この「個人番号カード」の申請書が住所
や氏名などを印字した上で、平成27年10月以降に
住民票の住所地に簡易書留で届く通知に同封され
ます。希望者はこの申請書に署名または押印をし、
写真を添付の上、送付すると無料で「個人番号カー
ド」の交付を受けられます。平成28年１月以降に
個人番号カードの受け取り通知が届いたら、各市
町村の窓口で受け取ります。また、個人番号カー
ドの有効期限は、20歳以上が10年、20歳未満が５
年となっています。
　ところで、前回、年末調整がマイナンバーの収
集の機会と申し上げましたが、この「個人番号カー
ド」の発行は平成28年１月以降となりますので、
今年末の場合「個人番号カード」以外の本人確認
の方法となるでしょう。個人番号カードが無い場
合は、原則として「①番号確認」を「通知カード」
か「マイナンバー記載の住民票」で、「②身元確認」

を「運転免許証」か「パスポート」などで行うよ
うになっています。もっとも、マイナンバーの住
民票への記載は平成28年１月以降となっています
ので、今年末の「①番号確認」は「通知カード」
のみとなりそうです。
　それでは「運転免許証」や「パスポート」を持っ
ていない場合などはどうなるのでしょうか。これ
らのルールについて詳細に定められていますが、
３分野の事務のうち②の税分野について国税庁
（税分野の個人番号利用事務実施者）が「国税分
野における番号法に基づく本人確認方法」を公表
していますのでここに書かれた例示に従って本人
確認をすることができます。
　しかし、①社会保障分野については、平成27年
７月14日現在、厚生労働省（社会保障分野の個人
番号利用事務実施者）からこれらの基準は公表さ
れていません。従って、①の社会保障分野におけ
る本人確認の仕方は原則通りの方法となりますの
で注意が必要です。
　なお、②の税分野における、「扶養控除等申告書」
の会社への提出義務者は従業員となるため、本人
確認は従業員のみでよく、扶養親族の本人確認は
会社がする必要はありません。それに対し、国民
年金の第３号被保険者の届け出は会社への提出義
務者は配偶者である第３号被保険者となるため、
従業員のマイナンバーと配偶者である第３号被保
険者のマイナンバー両方の本人確認が必要です。
　さらにご注意いただきたいのは、このときに従
業員が配偶者である第３号被保険者に代わって提
出する場合、代理人となるため、①代理権、②代理
人の身元確認、③本人の番号確認の３つを確認す
る必要があります。また、対面での確認には「個
人番号カード」「通知カード」「運転免許証」や「パ
スポート」などは現物の提示が求められているこ
とにも注意が必要です。
　「個人番号カード」は本人確認にも便利なので、
ぜひ無料で交付を受けていただきたいと思いま
す。

【次回は12月号に掲載予定です】
（全７回）

特定社会保険労務士　小林　元子

解 説 マイナンバー 第6回　



　富山県では、県内企業と県内大学等に在籍す
るグローバル人材とのマッチングを図るため、
合同企業説明会・企業研究会を開催致します。

2015年12月9日（水）
14:15～ 17:15（13:45受付開始）

場　所　富山大学学生会館１階ホール（富山市五福3190）
内　容　企業様による事業内容や仕事内容の説明及び

ブース形式の合同企業説明会・企業研究会
主催・お問い合わせ先
　富山県商工労働部労働雇用課
　　TEL 076－444－8897　担当：吉原
　富山県グローバル人材活用促進事業運営事務局
　　TEL 076－442－1860　担当：西田、廣田
　　（株式会社マイナビ富山支社）
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平成28年度射水市納税通知用封筒の
掲載広告を募集します！

食彩しんみなとが始まりました
2015年11月10日（火）～12月13日（日）

インフォメーション

　射水市納税通知用封筒掲載の広告を募集します。
多くの市民の皆様へお届けする封筒になりますの
で、ぜひ企業PRの一環としてご活用ください！
◇募集枠数　１枠
◇掲 載 料　87,500円以上
◇広告媒体　納税通知用封筒　87,500枚
◇広告規格　封筒の裏面　８cm×14.5cm
　　　　　　単色刷り
◇募集期間　平成27年11月９日（月）
　　　　　　　～平成27年12月９日（水）
◇募集要領　詳細は市ホームページにてご確認ください。
◇申　　込　市ホームページから申込用紙をダウン

ロードし郵送もしくはご持参ください。
◇問 合 せ　射水市課税課市民税係
　　　　　　TEL 0766－52－7960

◎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

1.15％

1.30 ～ 2.90％

1.70％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

日本人留学生・外国人留学生対象
合同企業説明会・企業研究会

日本政策金融公庫
定例相談会

金 融 関 係

（平成27年12月１日現在）

11月17日（火）
13:00 ～ 15:00

11月26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28年１月21日（木）
　　　　　14：00～ 15：30

□場　所　ホテルニューオータニ高岡
　　　　　４Ｆ

□講　師　第一生命経済研究所　
　　　　　　主席エコノミスト　永濱　利廣氏
□演　題　｢日本の財政・・現状と展望｣

■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

　2015年11月10日（火）～12月13日（日）の期間で「食
彩しんみなと」を開催します。今回もすし店、割烹、
料亭、レストラン、物販の事業所の参加により、新
湊の旬を味わうことができます。ぜ
ひ、足を運んでいただき新鮮な魚介
類、各店自慢の料理、加工品をお楽
しみください！
　詳細は折込チラシをご覧下さい。
特設サイト：http://imizucci.jp/syokusai/

▲携帯からも
　アクセスできます

新春時局講演会
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マイナンバー制度導入に向けた準備について

生命共済ご加入の皆様へ
本所「生命共済」の
配当金について

　労働者（パート・アルバイト等を含む）を1人
でも雇っている事業主は、労働保険（労災保険・
雇用保険）に加入する義務があります。まだ加入
していない事業主の方はすぐに手続きをお願いい
たします。
　また、事務処理に不慣れで不安のある方は、事
業主にかわって事務処理を行う、労働保険事務組
合を利用されると便利です。

■問合せ先
　高岡公共職業安定所
　雇用保険適用課
　TEL 21－1515

11月は
『労働保険適用促進強化期間』です

　多くの会員の皆様にご加入頂
いております生命共済の平成27
年度分配当金が下記の通りお支
払できることとなりました。当
共済の収支につきましては１年
毎に清算し、今期は平成26年９
月～平成27年８月まで継続契約
いただいた保険料に関する分となっております。
ご加入の皆様には、保険料振替口座にお振り込み
させていただく予定ですのでよろしくお取り計ら
いの程お願い申し上げます。

■配当金は、保険料１円当たり40.5921％となり
ました。（平成27年度実績）

　「行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（マイナンバー
法）」が平成28年１月１日に施行されることに
より、住民票を有する全員に固有の番号（マ
イナンバー）が付番されます。マイナンバーは、
税・社会保障・災害対策の行政手続で利用さ
れることとなっています。
　具体的には、税務関係、社会保障関係の書
類において、マイナンバーの記入が求められ、
全ての事業者（全法人、全個人事業主）にお
いて、従業員のマイナンバーの収集・把握や
書類への記載などが義務化されます。

１．「通知カード」の受取に係る周知徹底について
　10月以降、マイナンバーが記載された「通
知カード」の住民への郵送が始まります。
従業員のマイナンバーの収集の前提として、
従業員が自身のマイナンバーを把握してい
ることが重要となりますので、会員企業の
みなさまにおかれましては、従業員の方々
の通知カードの受取について、従業員への
周知徹底をお願いします。
２．マイナンバー制度への事業者の対応に関
する情報について
　中小企業施策を紹介するウェブサイト「ミ
ラサポ」にマイナンバー特設ページを設置
いたしました。マイナンバー制度に関する

事業者の対応に詳しい弁護士などへの有識
者インタビューを行い、制度のポイントを
解説していますので、ぜひご活用ください。
　　ミラサポURL
　　　https://www.mirasapo.jp/
　　特設ページ
　　　https://www.mirasapo.jp/mynumber/
　　　index.html

《マイナンバー制度全般のご相談はこちら》
○マイナンバー専用コールセンター
　０５７０－２０－０１７８
　平日　9:30－22:00
　土日祝日（年末年始を除く）　9:30－17:30
　※ＩＰ電話等でつながらない場合は 
　　050-3816-9405 におかけください。

《通知カードや個人番号カードのご相談はこちら》
○個人番号カードコールセンター
　０５７０－７８３－５７８
　平日　8:30－22:00
　土日祝日（年末年始を除く）　9:30－17:30
　※ＩＰ電話等でつながらない場合は 
　　050-3818-1250 におかけください。

※なお、より詳しい内容に関しては、次号
（12月号）増刷号へ掲載予定です。



　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。

　今回はきっときと市場内にある、7luck caféへ取材に伺いました。同店は平成23年にきっときと市場
が開店して以来、白エビを使用したパスタやピザの他、黒河地区の竹炭パウダーを配合したコーヒー豆か
ら抽出した「ささやきコーヒー」など、「ここでしか味わえない」地域の味を提供し続けています。その
こだわりや思いに迫ります。

　“新湊産”を謳うため県外産のカニの身抜きは使用せず、身抜きの段階から店内で仕込んでいるという『新
湊産紅ズワイ蟹と渡り蟹のトマトクリームパスタ』がこれからの季節のお勧めとのこと。同店で購入、テ
イクアウトし、海王丸パークまで足を運び、心地よいあいの風を受けながら地元の旬を堪能するのも“ツウ”
なのだそう。勿論、きっときと市場の奥にありながら太陽の光が十分に届く明るい店内でもゆったりとく
つろげます。自分に合った地元堪能の方法を探してみてはいかがでしょうか。

7luck café
マネジャー：加治　宏美
創　　業：平成23年４月
住　　所：射水市海王町１番地
　　　　　（きっときと市場内）
Ｔ Ｅ Ｌ：（0766）84－1233（代表）
事業内容：喫茶、食事
営業時間：モーニング 9:00～11:00
　　　　　ランチタイム 11:00～17:00
席　　数：カウンター席　４席
　　　　　テーブル席　　26席

　旬のものをメインに使い、パスタやデザートのソースなど、
ほとんどを手作りでまかなっています。子育て中のスタッフ
が多く、親目線から、お子さん連れのお客さんにも安心して
ご利用いただきたいという思いが強く、手作りにこだわって
います。
　当店自慢のコーヒーについては、お客様の希望により、淹
れ方をプレス、サイフォン、ドリップからお選びいただけます。
淹れ方によって全く異なる味になりますので、是非普段とは
違う淹れ方に挑戦していただきたいですね。カフェラテやカ
プチーノをご注文頂いたお客様には、ラテアートのサービス
も行っています。
　ここでしか食べられない、手に入らないものを是非ご賞味
いただきたいです。

キラリしんみなと
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No.43 ◆ 7luck café（セブンラックカフェ）

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）

地元に根付いたお店にしたい
お店のこだわりを教えてください

　当店はきっときと市場内にあるので、主なお客様は観光客
の方々です。この地域ならではの『ささやきコーヒー』や魚
介類を用いた料理が人気があります。今後もこうしたお客様
の声にお応えするとともに、地元の皆様にも気軽に立ち寄っ
ていただけるような、地元に根付いたお店にしていきたいと
考えています。当店のメニューはほとんどがお持ち帰りいた
だけますので、こちらで購入し、お気に入りスポットやご自
宅で食べていただくのも地元ならではの楽しみ方ではないか
と考えています。

今後の展望についてお聞かせください

取材を終えて

マネジャー　加治宏美氏


