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先月の事業 Pick Up

　本所では地域の更なる振興のため、平成28年度
の射水市予算編成に向けた提言・要望書を制作し
ました。個々の部会を中心に協議・取りまとめを
行い、できあがった提言・要望書は９月29日に開
催しました『市との懇談会』において牧田会頭よ
り夏野市長に手渡されました。その後、市担当部
長等の皆様と本所各部会長、各ＰＬ長、委員長と
の懇談会が行われました。提言・要望内容は以下
の通りです。

常議員会・議員懇談会17
9

市への提言・要望を提出

　本所会議室において常議員会を開催しました。次
の議案について審議され、いずれも原案のとおり承
認されました。
議案第１号　新加入会員について
議員第２号　平成28年度射水市に対する提言・要望
　　　　　　（案）について
　常議員会終了後、議員懇談会を開催し、各部会に
おいてまとめた提言要望内容について確認を行いま
した。

１　地域中小・小規模企業の活力強化と経営の持続化について
⑴　商品（製品）の適正価格を維持するための支援策について［製造部会］
⑵　新事業展開を目指す中小・小規模企業に対する支援について［生活関連部会］
⑶　小口零細企業保証制度の上限引き上げについて［金融保険部会］
⑷　人材確保と育成に対する支援について［建設・製造・運輸通信・生活関連部会］
　①建設産業の担い手確保と育成について［建設部会］
　②人材育成等に係る補助制度の創設について［生活関連部会］
⑸　射水市融資制度の利子助成金制度の創設について［金融保険部会］
⑹　射水市融資制度の事務効率化について［金融保険部会］
⑺　地元企業への優先発注等、地元企業の持続的経営に向けた各種施策の実施について
　［建設・製造・卸小売・専門技術部会］
⑻　地域を支える建設業への支援育成について［建設部会］
⑼　燃料サーチャージ導入に対する支援について［運輸通信部会］

２　地場産業の振興と育成について
⑴　地場産業を育成するための支援について［製造部会］
⑵　公共建築物等の木造化、内装の木質化の推進について［建設部会］
⑶　富山新港の利用促進に向けた施策の実施について［製造・運輸通信部会・継続］
⑷　富山新港周辺への企業誘致の推進について［継続］
⑸　大手ネット販売サイトでのＷＥＢ商店街事業の実施に向けた支援について［継続］

３　中小・小規模企業の支援対策について
⑴　射水市中小・小規模企業振興基本条例（仮称）の制定について ［継続］
⑵　射水商工会議所に対する支援について［継続］
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新湊曳山祭
千曲・県下商工会議所との曳山祭交流会
富山県商工会議所女性会連合会「観月会」
正副会頭会議
本所青年部理事会
経営力向上セミナー「戦争戦略と真の強みについて」第１回
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＜会議所＞主な今後の動き

本所青年部臨時総会
小規模事業者経営改善資金審査会
全国商工会議所女性会連合会全国大会（石川）
経営力向上セミナー「戦争戦略と真の強みについて」第２回
本所女性会片口保育園・贈呈式
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先月の事業 Pick Up
１　観光客誘致の取り組みと、産業振興策の実施について
⑴　集客力のある情報発信・観光ルートの選定と着地型観光（地元密着型旅行商品）の発信への支援につ
いて［運輸通信・宿泊飲食・卸小売・事業関連・生活関連部会・魅力発信Ｐ］

⑵　官民一体となった北陸新幹線停車駅からの２次交通の整備について
　［運輸通信・宿泊飲食・卸小売部会］

２　射水ベイエリア・内川を中心とした観光開発について
⑴　宿泊施設の誘致及び支援の充実について［宿泊飲食部会］
⑵　「しんみなと歴史ヒストリア」の製作への助成について［魅力発信Ｐ］
⑶　市内有料駐車場の整備について［宿泊飲食部会］
⑷　観光客誘致案内看板の設置について［卸小売・生活関連部会］
⑸　「食彩しんみなと」事業への助成について［宿泊飲食部会］
⑹　射水ベイエリア東地区の日本海側海洋交流拠点に向けた整備について［事業関連部会］

３　祭礼における曳山・獅子舞の維持保存のための支援拡大について［生活関連・事業関連部会］
４　交流事業の推進について
⑴　千曲市との交流促進について［事業関連部会］
⑵　環日本海国際交流の推進と支援について［継続］

１　交流・定住人口の拡大に向けた施策の実施について
⑴　射水市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定と推進について［運輸通信・事業関連部会］
⑵　空き家の有効利用と定住促進のための空き家改修補助制度の創設について［不動産賃貸部会］
⑶　まちなか住宅の２戸１化及び住宅相談の体制について［不動産賃貸部会 ]
⑷　ふれあいと憩いの場となる公園等の環境整備と最新遊具の設置について［生活関連部会］

２　交通網の整備について
⑴　新庄川橋の架け替えについて［建設・専門技術部会］
⑵　県道新湊庄川線・県道松木鷲塚線の道路拡幅について［専門技術部会］
⑶　県道能町姫野線等の延伸について［製造・専門技術部会］

３　防災対策事業について［建設部会］
４　公共施設等跡地の整備について
⑴　学校跡地の再開発について［生活関連部会］
⑵　射水市新湊庁舎跡地の利活用について［庁舎跡地活用Ｐ］
⑶　旧漁港（西漁港）の整備について［事業関連部会］

５　少子高齢化に向けた施策の推進について
⑴　子育て支援について［生活関連部会］
⑵　病気・介護の予防に向けた施策の推進について［医療福祉部会］
⑶　地域包括支援センターの周知徹底と総合相談窓口拠点の設置について［医療福祉部会］
⑷　介護保険の第１号保険料の軽減化について［医療福祉部会］
⑸　看護師不足を解消するための射水市内における看護大学の設置について［医療福祉部会］
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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

㈱コーシン商会
ＡＫ工業

射・本江1614－3
射・港町3－15

石油販売
建設業

宮　垣　光　伸
網　谷　孝太郎

事　業　所　名 所　在　地代 表 者 名 業　　　種

特 別 会 員
№
1
2
3

北陸テクノ㈱
㈱ウェルファイン
学校法人　浦山学園

射・流通センター青井谷1－8－3
射・水戸田966－1
射・三ヶ 613

鋳造用設備製造
介護施設
私立学校

木　倉　正　明
杉　田　和　子
浦　山　哲　郎

事　業　所　名 所　在　地代 表 者 名 業　　　種

　本所において「絶対に失敗しないクレーム解決術」と題して
セミナーを開催しました。
　当事業は、消費税価格転嫁対策窓口相談等事業の一環として
開催したもので、講師にLeap Creation前田京子事務所代表の
前田京子氏をお招きしご講演いただきました。
　まずはクレーム顧客の心理状態を理解し、その上で顧客に対
しての迅速な判断力と誠意を持った対応が重要であるとのこと
で、実際にそういう事例を実演して面白おかしく解説されるな
ど、受講者の皆さんは真剣な眼差しで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。

消費税価格転嫁対策窓口相談等事業
クレーム対応セミナーを開催

マイナンバー制度
実務対応セミナー

15
9

　本所において「マイナンバー制度と実務対応」と題してセミ
ナーを開催しました。講師には河合中小企業診断士事務所代
表の河合正尚氏をお招きしご講演いただきました。
　同制度（社会保障・税番号制度）は、国が「行政の効率化」「国
民の利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」を目的に導
入するもので、平成28年１月からの利用開始に向け、本年10
月から住民票を有する国民全てに「マイナンバー（12桁の個
人番号）」、法人には「法人番号（13桁）」が付番・通知されます。
　従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険料
の支払・事務手続等で必要となり、「システム対応」「個人情
報の安全管理措置」「従業員への周知」等の対応が迫られ、
一歩間違えると大きな問題（処罰や賠償等）にも繋がりかねな
いということで受講者の皆さんは真剣にメモを取っておられまし
た。会員企業の皆様におかれましては、経営の安定化に向け
今一度「マイナンバー制度」についてご確認をお願いします。

歴史ヒストリア
新湊神社仏閣を巡る

11
9

　新湊の歴史と文
化にスポットを当
てた小冊子『新湊
寺社さんぽ』の発
刊を記念し、寺社
仏閣を巡り歩くツ
ア ー『内 川 寺 社
まったりさんぽ』を実施しました。
　当日は参加者25名に加え、観光ボランティアガ
イドの青井氏、松山射水市立博物館主任学芸員、
明石㈱ワールドリー・デザイン代表取締役にもご
協力いただき、総勢30人にて地区内をお散歩しま
した。
　また、川口貸衣裳様のご協力により、参加者の
うち６人が風情ある内川を着物で散策。今回巡った
４社８寺では、貴重な秘仏を見せていただき、お茶
やお菓子でおもてなしいただくなど、古くて新しい
新湊の観光資源をＰＲできる機会となりました。

27
9

生活習慣病予防検診
　本所にて北陸予防医学協会の検診者車による
「生活習慣病予防検診」を実施しました。２日で
計162人の方に利用いただきました。
　商工会議所では例年９月にこの事業を行ってい
ます。健康を維持するためには定期的な検診が不
可欠です。この検診が自分を見つめ直すよい機会
になることを願っております。普段なかなか時間
が作れず受診できない事業主・従業員の皆様のた
めに事業所ぐるみで受診しましょう。

15・16
9
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10月から通知開始

　第１回から第４回まで、マイナンバー制度の法

律の概要について弁護士の影島博康氏から解説が

ありました。第５回から第７回は、マイナンバー

法の社会保障関連を中心とした、注意点などを社

会保険労務士の視点から解説いたします。

　マイナンバーは、今年の10月から住民票のある

人全員に付番され、住民票の住所地に世帯ごとに

まとめて、簡易書留で送られる通知カードによっ

て通知されます。ここでご注意いただきたいのは、

国籍は関係ない点と、住民票の所在地に簡易書留

で届く点です。平成24年７月から、外国籍でも３

カ月を超えて在留する中長期在留者には住民票が

作成されるようになりましたので、この場合はマ

イナンバーの対象となります。

　また、実際の住所と住民票の所在地が異なる場

合、通知が届かないケースなどが考えられます。

さらに、簡易書留は、１回目の配達日から７日以

内に受け取れない場合は差出人へ戻されてしまい

ますので、不在がちの場合は注意が必要です。今

のうちに従業員へのマイナンバーの受け取り方法

の案内を始めておきましょう。

　次に、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つの分野のみとなっています。そのうち、①の

社会保障分野で一般企業に関連する事務において

マイナンバーを利用できるのは、健康保険・厚生

年金保険・国民年金・雇用保険などの法令で決め

られた手続となります。

　マイナンバーの利用開始は原則平成28年１月か

らですが、健康保険・厚生年金保険などの社会保

険については１年遅れの平成29年１月から開始予

定です（国民健康保険組合は原則通り）。そうす

ると、一般企業において、３分野のうち最も早く

マイナンバーを収集する機会が来るのは、②の税

分野における平成27年の年末調整でしょう（従業

員から「平成28年分給与所得者の扶養控除等（異

動）申告書」の回収が行われるため）。

　さて、マイナンバーを取得するときは、個人情

報保護法に基づいて、利用目的を本人に通知また

は公表する必要と、本人から直接書面に記載され

たマイナンバーを取得する場合は、あらかじめ本

人に対してその利用目的を明示する必要がありま

す。

　そうなると、②の税分野で集めたマイナンバー

を①の社会保障分野でそのまま使用すると、利用

目的が異なるため、利用目的の変更をしなければ

なりません。しかし、それでは二度手間となって

しまいます。

　マイナンバー取得時に、複数の利用目的をまと

めて明示することが可能なので、最初に取得する

時に雇用保険や健康保険の事務など、社内で利用

する事務を洗い出し、まとめて明示することに

よって効率的に収集することができます。通知な

どは従業員に扶養されているご家族への通知も必

要ですので、就業規則への明記や社内ＬＡＮ通知

と併せて、利用目的を記載した書類をご家族にも

提示するなどの配慮が必要です。今年の年末調整

のご案内とあわせて、マイナンバーの利用目的の

通知などを行いましょう。

【次回は11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5回　
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イベ ント 情 報

インフォメーション

10/18　新湊カニかに海鮮白えびまつり
　「ベニズワイガニ」や「シロエビ」のほか、と
れたてきときとな「海の幸」の即売やアツアツの
カニ鍋、旬のお寿しなどが味わえます。
　時間　午前８時～午後２時30分
　場所　新湊漁港（東地区）
※当日は混雑が予想されますので、万葉線をご
利用ください。

11/1　富山マラソン
　富山マラソン2015は北陸新幹線の開業を機に県
民参加型のフルマラソンの大会として2015年11月
１日に開催されます。コースは、高岡市役所前を
スタートし、新湊大橋などを通り、立山の大パノ
ラマなど富山県の自然を楽しみながら、富山市の
富岩運河環水公園のゴールを目指します。
　市内各所でもコース通過点においてさまざまな
イベントが執り行われています。

　第141回日商簿記検定
受験者を募集致します。

◇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
◇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
申込案内

日本政策金融公庫
定例相談会

金 融 関 係

税を考える週間　特別講演会

（平成27年10月１日現在）

10月20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27年11月13日（金）
　　　　　14：00～ 15：30

□場　所　富山県高岡文化ホール
　　　　　多目的小ホール

□講　師　ジャーナリスト
　　　　　　　富坂　聰氏
□演　題　｢日本人の知らない中国の現実｣

■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



日　時　平成27年10月24日（土）・10月25日（日）
会　場　式典行事
　　　　　高周波文化ホール
　　　　海上歓迎・放流行事
　　　　　海王丸パーク親水護岸

※式典行事、海上歓迎・放流行事
は一般の方はご入場できません。
※関連行事会場内にて中継をご覧
いただけます。

　　　　関連行事
　　　　　海王丸パーク内特設会場
　　　　　※一般の方の入場可
ご来場方法
万葉線か無料シャトルバスをご利用ください
　シャトルバスは小杉駅と、臨時駐車場を
設置する奈呉の江西公園、アイシン軽金属
スポーツセンター、三協立山アルミ㈱新湊
工場より発着予定です。海王丸パーク周辺
には、一般来場者用駐車場はございません。

関連行事について

　海王丸パークには24日（土）、25日（日）両日
ともに10時～ 16時まで、実物展示、水槽展示
等のほか、射水市内は勿論、県内外の特産品
を購入できる物販コーナーも開設。

24日土　海王丸パーク内特設会場
　13時～、15時～
　　『さかなクンのギョギョッとびっくりお魚教室』
　11時～、14時～
　　白えび唐揚げ無料配布（各先着500名）

25日日　海王丸パーク内特設会場
　10時10分頃～　式典行事　映像中継
　14時40分頃～　海上歓迎と放流行事　映像中継

★その他詳しい内容は

　魚へんの漢字クイズや地魚クイズも満載！

インフォメーション

平成27年10月10日 ● 第697号 7

富山きときと空港
企業サポーターズクラブ

会員企業募集

とやま豊かな海づくりフェスタ in 海王丸パーク開催のお知らせ
さかなクンのお魚教室や白エビ唐揚げ無料配布も

労働保険説明会開催のお知らせ

　富山県（地域別）最低賃金が改定されました。
　　時間額　746円
　　発効日　平成27年10月1日
　この最低賃金は、県内で働くすべての労働者と
その使用者に適用されます。この金額に満たない
賃金支払いは、最低賃金法違反となります。
■問合せ先　富山労働局賃金室　TEL 076－432－2735
　　　　　　又は最寄りの労働基準監督署へ

最低賃金改定のお知らせ
必ずチェック最低賃金！
使用者も、労働者も

　（一社）全国労働保険事務組合連合会富山支部の
主催により、労働保険事業主説明会が開催されま
す。マイナンバーについてなど、事業主の皆様に
とって役に立つ説明会になると思います。
■日　　時　平成27年11月25日（木）または
　　　　　　平成27年11月26日（金）
■場　　所　㈶富山県産業創造センター　高岡テクノドーム
■申込期限　平成27年10月26日（月）
■申込・問合せ　射水商工会議所　TEL 0766－84－5110
　　　　　　担当：見﨑・杉谷

　富山きときと空港では、空港のより一層の利用
促進を目的に、サポーターズクラブを創設し、現
在会員企業を募集中です！
■対　　象　富山きときと空港の利用促進にご協

力いただける県内外の企業・団体
■会員特典
①富山きときと空港の有料待合室及び有料会議
室の利用料が無料になります。
②キャンペーン等の最新情報が受け取れます。
入会方法「入会届出書」を富山きときと空港
企業サポーターズクラブ事務局に送付
（FAX／メール）してください。
※富山きときと空港のホームページからダウン
ロードできます。

■お問合わせ
　富山きときと空港企業サポーターズクラブ事務局
　（富山県知事政策局　総合交通政策室内）
　TEL：076－444－4039 ／ FAX：076－444－3464
　Email：asokosei@pref.toyama.lg.jp
　ホームページ：http://www.toyama-airport.jp

第35回全国豊かな海づくり大会



　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。

　今回は株式会社寺島研磨工業様へ取材に伺いました。同社は金属切断用チップソーの製造、販売のほか、
業界では難しいとされた金属切断用チップソーの再研磨において日本で有数の技術力を誇る会社です。ま
た、経営革新計画を作成し、３度にわたり県から補助金の採択を受け、設備投資を行っています。常に技
術力を磨き、世界に挑み続ける原動力に迫ります。

　新品を作るのに、平均２ヶ月はかかるという金属切断用チップソーですが、今後は納期の短縮を図り、日本最高品質
を目指すとのこと。金属切断用チップソーについては、高品質であれば営業や広告を打たずとも売れる、と言われるほ
ど品質重視の世界だそうです。それ故に常に品質を求め続け信頼をされる企業を目指す、同時に納期も短縮し顧客満足
度をあげ、コストも削減できれば、と国内や国外シェアのデータを例示・分析しながらお話される姿が印象的でした。

株式会社 寺島研磨工業
代 表 者：寺島　実
創　　業：昭和53年10月
住　　所：射水市津幡江643番地
事業内容：
　金属用チップソーの製造販売・再研磨
　金属用バンドソーの販売・再研磨
　製材用帯鋸の製造販売・再研磨
　製材用チップソー・チッパーナイフの製造販売・再研磨
　木工用チップソー・カッター・ビット類の販売・再研磨
　ダイヤモンド刃物の販売・再研磨
　非鉄金属用チップソーの販売・再研磨

　以前の当社の売り上げは、住宅関連の刃物が90％を占めていました。業績
が住宅着工数に左右されていたので他の分野に進出しなければこのままじり
貧になるとの危機感から、主に自動車産業に使用される金属切断用チップ
ソーを手掛けることになりました。丁度その頃、ロシアからの輸入原木（丸太）
の関税増税により、当地域の地場産業である製材業が縮小してしまいました。
それまで主流であった製材用チップソーの需要が激減したため、経営革新計
画の承認を得た金属切断用チップソー再研磨を強化していきました。
　金属切断用チップソーの高品質な再研磨は業界では初めての技術だったの
で、一時期は独占状態だったのですが、近年は同業他社も参入し技術を上げ
ており、現在は国内のシェア争いの状態です。

キラリしんみなと

8 第697号 ● 平成27年10月10日

No.42 ◆ 株式会社 寺島研磨工業

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）

品質最優先
メタルチップソー再研磨技術誕生のきっかけは？

　元々、当社は再研磨のみの業務でしたが、最近はメーカーとして新品のチッ
プソーも制作しています。新品についてはまだまだ大手メーカーに劣るとこ
ろがありますが、規模は無理でも品質だけは「日本最高品質」を目指そうと
思って日々取り組んでいます。
　また、海外では日本製というネームバリューは大きく、日本製というだけ
で売れることもあります。しかしながら、その先人が築き上げた“Made in 
Japan”の名を絶対に汚してはならぬというプレッシャーも感じています。
　日本一の品質を目指すことで、世界一の品質となり受注を獲得することに
繋がるのです。
　ただ、日本最高品質といっても口で言うのは簡単ですが、それを目指せば
目指すほどその奥の深さが見えてきました。もしかしたら一生かかっても実
現できないかもしれません。しかし、あきらめずに社員一同取り組んでいき
たいと思っています。
　また、海外戦略としては、アジア圏に向けた拠点としてタイに再研磨工場
を持っております。立ち上げ当時は洪水等もあり大変でしたが、現在は現地
スタッフのみでまかなえるまでに成長しました。

今後の展望についてお聞かせ下さい

取材を終えて

寺島　実氏


