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先月の事業 Pick Up

2015 本所会員大会挙行2
8

　2015会員大会を第一イン新湊において、夏野市長、堀
議長他多数のご来賓をお迎えし盛大に開催しました。牧
田会頭の挨拶、来賓のご挨拶、本所の１年間の歩みをス
クリーンで紹介し、各表彰を行いました。
　今回は、永年会員表彰として23事業所を表彰。また、
共済制度の積極的な普及推進に貢献された会員企業３事
業所へ感謝状を授与しました。更に、本所会員事業所よ
りご推薦頂いた優良従業員表彰、勤続10年表彰、20年表
彰、30年表彰も行いました。被表彰者の皆様は下記のと
おりです。

　会員大会終了後、記念講演を開催。「経営に生かす論
語」と題し、論語学の第一人者（漢学者　安岡正篤の孫）
の安岡定子氏にご講演いただきました。
　まず初めに、論語について基本的な説明があり、論
語が江戸時代には藩校の教材に使われたことや、孔子
の略歴を紹介した上で、論語から幾つか抜粋した言葉
を解説され、長い歴史の中で学ばれ続けてきた論語は、
現代においても人として、経営者として参考となる点
が多いと話されました。公聴した出席者の皆さんは、
真剣に耳を傾けていました。

2015 会員大会被表彰者
永年会員表彰

㈱いそまさ
栄和設備
㈲大島工業
大坪自動車商会
㈲金谷板金工業所
金接骨院
川口彫刻所
㈲黒崎地所
酒井容器㈱
㈱創和
土屋建築
東洋家庭薬商会

越　後　　　修
田　中　義　孝
大　島　一　夫
大　坪　　　実
金　谷　　　博
金　　　浩　二
川　口　定　行
黒　崎　春　久
酒　井　恒　雄
安　井　外　成
土　屋　克　志
三　枝　基　一

事　業　所　名 代 表 者 名

共済制度普及優良事業所表彰

大塚配管設備工業
北野建築設計事務所
㈱創和

大　塚　　　勉
北　野　敏　雄
安　井　外　成

事　業　所　名 代 表 者 名

西岡接骨院
花木保険事務所
原接骨院
Ｂ.Ｂ.すずき
姫野タイヤ商会
姫野拓雄税理士事務所
松木歯科医院
㈲マルタカ
丸八木材㈱
南接骨院
もりながや

西　岡　　　均
花　木　直　二
原　　　三　夫
鈴　木　雅　之
姫　野　光　治
姫　野　拓　雄
松　木　基　祐
高　井　二　朗
片　境　孝　吉
南　　　慶　治
森　永　憲　二

事　業　所　名 代 表 者 名
（敬称略）＊日本商工会議所会頭と連名表彰
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　本所主催により、会員大会でもお招き
した安岡定子氏を講師にお迎えし、論語
を学ぶ『いみず塾』を高周波文化ホール
にて開講しました。『子供と一緒に学ぶ
論語』『大人のための論語』の２コース
行いました。大人のための論語は満席に
なるほどの盛況ぶりでした。安岡先生よ
り、先に孔子や論語について基本的な説
明をした後、テキストを使って何章か詳
しく説明を受けました。どの章も実生活
に繋がる教えであり、子供から大人まで、
聴講者の皆さんは真剣にメモを取りなが
ら聞いていました。
　この事業は今後継続して行われ、次回
は平成 28 年 3 月 6 日（日）に開催予定です。
引き続き多数の受講をお待ちしておりま
す。

先月の事業 Pick Up

第１回いみず塾開講　－次回２回目　平成28年3月6日－

優良従業員表彰被表彰者
勤続30年

黒谷㈱
黒谷㈱
黒谷㈱

中　易　範　子
関　野　純　也
高　藤　　　豊

事　業　所　名 代 表 者 名
ＪＦＥマテリアル㈱
㈱大代設計

明　石　　　茂
辻　　　信　行

事　業　所　名 代 表 者 名
（敬称略）

勤続20年

射水ケーブルネットワーク㈱
射水ケーブルネットワーク㈱
㈱倉谷アルミ工作所
東洋ガスメーター㈱
東洋ガスメーター㈱

堀　江　憲　二
川　口　昇　一
中　川　正　之
殿　井　真佐美
真　木　喜久代

事　業　所　名 代 表 者 名
㈱北陸エンジニアプラスチック
北陸ポートサービス㈱
北陸ポートサービス㈱
㈱牧田組
㈱牧田組

村　井　尚　弘
早　嶋　三　男
安　川　清　之
大　坂　宜　久
大　江　　　彰

事　業　所　名 代 表 者 名

勤続10年

㈱アイ・テック北陸支店
石王丸電設
㈱倉谷アルミ工作所
㈱倉谷アルミ工作所
新湊水産物商業連合㈿

勝　山　佳　則
松　木　貞　幸
西　野　洋　司
関　原　徹　也
清　水　靖　子

事　業　所　名 代 表 者 名
㈲マツノ楽器
米田木材㈱
米田木材㈱
米田木材㈱
米田木材㈱

北　村　　　薫
川　崎　聖　健
近　岡　正　昭
温　井　美　希
中　谷　智寿瑠

事　業　所　名 代 表 者 名



いみず祭り
正副会頭会議
プロジェクトリーダー連絡会議
本所青年部理事会
「マイナンバー制度」と会社実務対応
女性会役員会
生活習慣病予防検診

■資金調達■
　マル経融資制度　………　経営指導員
　県・市融資制度　………　経営指導員・補助員
　補助金・助成金　………　経営指導員・補助員

■税務・労働■
　所得税申告指導　　　　　

経営指導員・記帳専任職員・
　消費税申告指導　　……　補助員
　記帳指導
　労働保険事務　…………　見﨑　華子・杉谷　尚人

■共済・福利厚生■
　小規模企業共済　………　今井　秀一
　経営セーフティ共済　…　今井　秀一
　射水きららか共済　……　島倉　晃一
　特定退職金共済制度　…　島倉　晃一
　火災共済　………………　宮垣　光里
　生活習慣病予防健診　…　杉谷　尚人

■人材育成■
　簿記検定試験　……………　見﨑　華子
　珠算検定試験　……………　杉谷　尚人
　講演会・講習会　…………　青木　邦英

■証明・各種申請■
　貿易関係証明　……………　見﨑　華子
　JAN・GS1コード登録　…　宮垣　光里

■その他■
　青年部　……………………　買場　啓太
　女性会　……………………　向田　真理
　食彩しんみなと　…………　買場　啓太
　エキスパートバンク　

……　経営指導員
　（専門家派遣事業）
　会館貸室　…………………　杉谷　尚人
　広報　………………………　見﨑　華子

9/6
9/10
9/10
9/10
9/11
9/11
9/15・16

日
木
木
木
金
金
火・水

＜会議所＞主な今後の動き

消費税転嫁対策窓口相談等事業
「絶対に失敗しないクレーム解決術」

常議員会・議員懇談会
小規模事業者経営改善資金審査会
Tシャツアート in 小杉
射水市との懇談会

9/15

9/17
9/25
9/26・27
9/29

火

木
金
土・日
火
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職員の紹介

射水商工会議所職員担当業務を紹介します！
　ここ数年来、会議所の職員が多く入れ替わりました。それにともない、「何をどの職員に聞けば良いの
か分からない」という声を頂戴することが増えてきております。会員の皆様にとって身近な会議所であり
続けるため、主な会議所業務の担当者をご紹介致します。また、ここに掲載していないことに関しましても、
お気軽にお尋ねください。
　更には前述の御声を受け、今年度より、会員の皆様のもとへ訪問する運びとなりました。お忙しい中大
変恐縮ですが、訪問した際は、お気軽に忌憚の無いご意見をお聞かせくださいますようご理解、ご協力を
お願いします。

経営指導員 島倉　晃一
青木　邦英・今井　秀一

補　助　員 向田　真理・宮垣　光里

記帳専任職員 買場　啓太

経営・創業支援のことなら
何でも経営指導員に
ご相談ください！！
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番号収集の準備を

　平成28年１月以降、税と社会保険関係の書類に
順次個人番号を記載して行政機関などに提出する
必要がある。民間企業は平成27年中に何をしてお
くべきであろうか。
　平成27年10月の番号通知以降、個人番号を収集
することが可能になる。従って、企業は、９月末
までに個人番号を受け入れる準備を行う必要があ
る。
　例えば、誰から、いつ、どのように個人番号を
収集するのか、また、収集した個人番号をどのよ
うに保管するのかなどを決めておく必要がある。
　多くの企業にとって、取り扱う量が多い個人番
号は、従業員およびその扶養親族などの個人番号
となる。この個人番号はどのように収集すること
になるだろうか。
　平成27年11月ごろから翌年１月にかけての年末
調整時に、「平成28年分給与所得者の扶養控除等
（異動）申告書」を従業員が会社に提出すること
になる。同申告書には、従業員および扶養親族な
どの個人番号が記載されているから、これをもっ
て個人番号を収集することが簡便かつ確実である
と考えられる。
　「扶養控除等（異動）申告書」の提出を受ける
際には、従業員本人の本人確認が必要となるが、
扶養親族などの本人確認は不要である。この点に
おいても、同申告書の提出をもって個人番号の収
集をすることには大きなメリットがある。
　従って、「扶養控除等（異動）申告書」によっ
て個人番号を収集する際に、その個人番号を社会
保険の届出事務などでも利用するために、利用目
的の通知などをしておく必要がある。
　取引先および株主からは、個別に個人番号を収
集する必要がある。
　取引先（講演を依頼する専門家や不動産のオー
ナーなど）については、担当者が訪問して対面で

提供を受けるか、郵送でやりとりするなどして、
個人番号を収集する必要がある。
　株主についても、個別に収集するか、株主総会
の招集通知の中に個人番号の提供および本人確認
書類の同封を依頼する書面を同封し、返信するよ
う求めるなどして収集することになる。
　特定個人情報の取り扱いを第三者に委託するこ
とは可能である。企業は、この委託を活用するこ
とにより、マイナンバー法への対応を大幅に軽減
することが可能になる。
　例えば、個人番号の保管に関しては厳しい規制
があるが、これを回避する有力な手段として、会
計事務所や社会保険労務士事務所などに特定個人
情報の取り扱いを全面的に委託したり、クラウド・
サービスを利用するなどして、会社として特定個
人情報を保管しないようにすることが考えられ
る。
　そうすれば、自らが特定個人情報を保管するた
めの安全管理措置は必要なくなり、委託者として
の監督義務、すなわち、①特定個人情報を適切に
取り扱い、その取り扱い状況を把握することがで
きる業者・サービスを選定し、②ガイドラインに
準拠した契約を締結するなどすれば、会社として
の義務を果たしていることになるのである。
　これは、個人番号の収集についても同様のこと
が言える。会計事務所や社会保険労務士事務所な
どに個人番号の収集を委託したり、本人確認書類
（通知カードと運転免許証など）の画像ファイル
をアップロードさせて電子的に収集することがで
きるクラウド・サービスを利用すれば、個人番号
収集の際の本人確認の事務負担を大幅に軽減する
ことが可能となる。

【次回は 10 月号に掲載予定です】
（全７回へ変更となりました）

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4回　
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とやまエキスパートバンク

インフォメーション

4つの特色
　経営のお悩みをその道のプロがすっきり解決！
まずはお気軽にご相談ください！
1 安心・無料
2 中小企業者が対象です
3 秘密厳守で直接訪問・助言
4 経験豊かな専門家を登録

「とやまエキスパート・バンク」とは
　中小企業の方または創業を予定する方の経営・
技術力を強化するため、要請に応じて専門的知識
を有するエキスパートを派遣します。
　具体的実践的な事項について指導を行うことに
より、厳しい経営環境を乗り切るための人材確保
や育成を図り、その経営資源の向上に質すること
を目的としています。

詳細は本所までお問合せ下さい

　第141回日商簿記検定受験者を募集致しま
す。簿記を理解することにより、企業の経理
事務に必要な会計知識だけでなく、財務諸表
を読む力、基礎的な経営管理や分析力が身に
つきます。また、ビジネスの基本であるコス
ト感覚も身につきますので、コストや収益を
意識した仕事ができるとともに、取引先の経
営状況を把握するなど、経理担当者だけでは
なく、全ての社会人に役立ちます。
◇実 施 日　平成27年11月15日（日）
◇受験会場　射水商工会議所
　　　　　　富山情報ビジネス専門学校
　　　　　　※どちらかお選びいただけます
◇申込受付期間
　平成27年９月24日（木）～平成27年10月16日（金）
◇実 施 級　１～４級
◇受 験 料　１級　7,710円　２級　4,630円
　　　　　　３級　2,570円　４級　1,640円
◇申込方法
本所窓口にて申込用紙にご記入の上、お申込ください。
または本所ホームページから
　http://imizucci.jp/blog/archives/news/
　第141回簿記検定の受付を開始します
　※９月24日（木）より受付を開始いたします
◇問 合 せ　射水商工会議所
　　　　　　TEL 0766－84－5110
　　　　　　担当：見﨑

◎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 ～ 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

日商簿記検定　申込開始します！

日本政策金融公庫
定例相談会

金 融 関 係

税経セミナー

（平成27年９月１日現在）

9月15日(火)
13:00 ～ 15:00

9月24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９月17日（木）
　　　　　14：00～ 15：30

□場　所　高岡商工ビル　４Ｆ

□講　師　ダイヤ精機㈱
　　　　　代表取締役　諏訪　貴子氏
□演　題　｢中小企業が生き抜くための
　　　　　　　　　　経営改革と人財育成｣
■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

３級簿記講座開講します。チラシをご覧ください。



　「歴史豊かな故郷新湊の魅力を皆さんに知って
もらいたい！」
　そんな想いを小冊子にまとめ、第一弾として新
湊地域中心部の寺社やおんぞはんを取り上げたガ
イドブック「新湊寺社さんぽ」を製作しました。
その発行を記念し、解説もまじえた観光ツアーを
行います。より風情ある景色を楽しみたい！とい
う方には、川口貸衣裳様の御協力により、手ぶら
で楽しむ着付けオプション（先着５名様限定）も
ご用意（追加料金3,000円）。
　地元に居ながら気付けなかった風景に、新しい
発見を探しにいきませんか？
　詳しい内容は本所ホームページまで
■日　時　平成27年９月27日（日）
　　　　　午前９時　小杉駅集合
　　　　　午後４時30分頃　小杉駅にて解散予定
　　　　　※天候による変更あり
■参加費（お一人様料金）
　　　　　一般：2,500円　／　学生：2,000円
■申込・問合せ
　　　　　射水商工会議所　TEL 0766－84－5110
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平成27年度
後期技能検定のお知らせ

　従業員のキャリアアップを支援するため、「キャ
リアコンサルティングを導入したい」「評価制度
を導入したい」「技能検定の受検を促進したい」
などといった、従業員の育成に取り組む事業主や
事業主団体に助成金を支援しており、27 年度か
ら助成内容を拡充しております。
　助成金の詳しい内容は、厚生労働省のホーム
ページをご覧ください。↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu
nya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/

■キャリア形成促進助成金
雇用する労働者に対して職業訓練などの実施に
取り組む事業主等
■キャリアアップ助成金
正規雇用への転換、人材育成、処遇改善に取り
組む事業主
■企業内人材育成推進助成金
　人材育成に取り組む事業主等
■問合せ先　富山労働局助成金センター
　　　　　　TEL 076－432－9172

従業員の育成に取り組む事業主や
事業主団体への助成金について

　平成27年度の後期技能検定は、次の職種に
ついて実施されます。皆さんが日頃技能の練
磨に努力された結果を計る絶好の機会です。
あなたもチャレンジしてみませんか。
◎検定職種
＜特級＞
鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、
金型製作、金属プレス加工、工場板金、めっ
き、仕上げ、機械検査、ダイカスト、電子
機器組立て、電気機器組立て、半導体製品
製造、空気圧装置組立て、油圧装置調整、
建設機械整備、婦人子供服製造、プラスチッ
ク成形、パン製造
＜１級・２級・単一等級＞
さく井、金属溶解、鋳造、工場板金、めつき、
機械検査、電気機器組立て、半導体製品製
造、空気圧装置組立て、油圧装置調整、農
業機械整備、冷凍空気調和機器施工、ニッ
ト製品製造、婦人子供服製造、和裁、帆布
製品製造、プラスチック成形、石材施工、
パン製造、水産練り製品製造、建築大工、
かわらぶき、配管、型枠施工、鉄筋施工、
コンクリート圧送施工、防水施工、樹脂接
着剤注入施工、カーテンウォール施工、自
動ドア施工、ガラス施工、バルコニー施工、
機械・プラント製図、電気製図、金属材料
試験、塗装。
＜３級＞
造園、機械加工、機械検査、電子機器組立て、
冷凍空気調和機器施工、和裁、家具製作、
プラスチック成形、建築大工、配管、機械・
プラント製図、電気製図
◎受験申請書の受付
　平成27年10月５日（月）～ 10月16日（金）
◎受験申請書の提出先
　富山市安住町７－18　安住町第一生命ビル２階
　富山県職業能力開発協会
◎その他
　申請書の用紙は、富山県職業能力開発協
会、富山県技術専門学院、ポリテクセンター
富山、富山市職業訓練センター、最寄りの
商工会議所、商工会に備えてあります
◎問合せ先
　富山県職業能力開発課
　　TEL 076－444－3260
　富山県職業能力開発協会　技能検定課
　　TEL 076－432－9887

内川寺社まったりさんぽ
参加者募集！



　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。

　今回は今年で創立100周年を迎える㈱牧田組を取材し、本所会頭でもある同社の代表取締役 牧田和樹氏
よりお話を伺いました。牧田氏は、29歳という若さで社長就任後、高いカリスマ性と強いリーダーシッ
プで会社を牽引しています。その牽引力を生み出す強い信念に迫ります。

　取材をしながらも、質問者である私にも質問を振ってこられた牧田社長。途中、社員の方も交えてお話
をする場面があったのですが、終始とても和やかな雰囲気で、100年企業の社長でありながら、社員の皆
さんや私たちに対しても壁や距離を感じさせない、相手に寄り添う姿が印象的でした。

株式会社 牧田組
代 表 者：代表取締役　牧田 和樹

創　　立：大正４年

住　　所：射水市庄西町一丁目18－33

事業内容：総合建設業

　創業以来、「由緒正しき非・常識」の旗印のもと、厳しい時
代も乗り越えながら長い歴史を歩んできました。顧客との距離
を縮め、顧客“密着度”を上げる為、日々精進しています。例えば、
建設業界では珍しい「チーム制」という制度。これは、現場ご
とに営業から建築、土木、舗装部門が一つのチームとなりワン
ストップで業務を担うというもの。現場に全ての部門担当者が
常駐することでより早く、現場に寄り添った情報を共有し、対
応力を上げるシステムです。これにより顧客満足度と密着度が
上がっていると実感しています。
　更に次の世代に向け、「関わる人すべての幸福な生活の実現
を目指す」という経営理念を前述の「由緒正しき非・常識」に
併せて打ち出すことで、新たな100年、そしてその先へ、歴史
を作り上げていきたいと考えています。

キラリしんみなと
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No.41 ◆ 株式会社 牧田組

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）

関わる人すべての幸福な生活の実現を目指す
100年を迎えるにあたって思うこと

　今気付いたのですが、過去を振り返ったことはないですね。
振り返ったところで時間は戻らないのです。もしかしたら大
変な時期もあったのかもしれないですが、困難を困難と思わ
ないようにしています。大変な問題だと感じたら、それは主
観的に見ているとき。どんな困難にも必ず解決策はあるもの
で、客観的にみることで必ず解決方法は見えてくるのです。
かくいう私も、そう認識するようになったのは40代前半に読
んだたくさんの本がきっかけ。その頃は人との出会いにも恵
まれ、ものの考え方が大きく変わった、人生の転機だったの
かもしれません。

若くして社長に就任され、今までを振り返って

取材を終えて

代表取締役　牧田和樹氏


