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先月の事業 Pick Up

好評！「白えびの天むす」
　北陸新幹線の開業を機に開催された「富山マラソン2015」。今回、射水
市の東西を駆け抜けるコース設定ということで、県より本所に対し射水
市ならではの食材を使ったエイド提供の協力依頼があり、今後の観光客

（リピート客等）の集客につなげようと新幹線開業県民協働事業（補助金）
の採択を受け、地元ならではのエイド開発並びに提供を行いました。
　エイドについては、新湊高校商業科の授業においてエイド候補を選定し、県や業者（道の駅新湊）との
協議を踏まえ、「白えびの天むす」を選定し、大会では8,000個の「天むす」の提供を行いました。ランナー
の中には一人で５個も食した方もおられるなど、配付した第５給水所（新湊漁協前）では大変な賑わいを
見せていました。今後の射水市への集客につながれば幸いです。

団体の部　商議所チームが優勝！
射水市合併10周年チャリティーゴルフ
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仁川商工会議所新会長　李康信氏と会談
　牧田会頭は11月５日韓国を訪れ、本年３月14日に金光植氏の後任として、
仁川商工会議所の新会長に選任された李康信氏（前副会長）と会談しました。
　両氏は、両国間の政治関係には難しく厳しい課題もあるが経済関係は良好
であり、今後も積極的な交流を通して産業や観光等の振興において、経済連
携や情報交換を行っていくことを確認しました。
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　県や市に功労があった方を表彰する『富山県功労表彰』並び
に『市政功労者表彰』、また市政功労者表彰式のあった同日に
は射水市合併10周年記念式典が開かれ、特別表彰も行われまし
た。それぞれ本所会員の皆様から多数表彰されました。

◆県功労者表彰
　　（11/4開催）

　射水市の発展と市民の交流促進を目的として『射水市合併10周年記念きらめき杯チー
ム対抗チャリティーゴルフ大会』が小杉カントリークラブで開かれました。市議や経済
人、企業などから14チーム51人が参加。団体の部では本所議員　中川文夫氏、片口敏彦氏、
加治定勝氏、米本進本所専務理事で構成される「射水商工会議所」チームが北－東コー
スで優勝、個人の部では同じく北－東コースで米田本所副会頭が優勝しました。
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㊗　今秋表彰者多数

 ・本所副会頭 伊藤　光雄　氏
 ・青木歯科医院 青木　一登　氏

◆合併10周年記念特別表彰受賞団体
　　（11/1開催）

 ・一般社団法人射水市観光協会
 ・射水市商工協議会
 ・射水市ふるさと物産協議会

◆市政功労者表彰
　　（11/1開催）

産業経済部門 ・本所会頭 牧田　和樹　氏
 ・堀岡養殖漁業協同組合
 　（代表理事組合長 加治　秀夫　氏（本所副会頭））
 ・ＮＰＯ法人水辺のまち新湊
教育部門 ・医療法人社団織田歯科医院 織田　武吉　氏
イメージアップ部門 ・浜常食品工業株式会社
 ・有限会社丸龍庵
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はじめての貿易実務セミナーを開催
　将来、輸入や輸出を考えている方や貿易実務初心者の方を対象に、北陸銀
行国際業務部より講師の方をお迎えし、製造・運輸通信・金融保険部会主催
にて貿易実務初級レベルのセミナーを開催しました。基本的な貿易実務の用
語解説や貿易の流れなどの図解解説を行った後、実際に使用する様式を用い
貿易取引の流れを模擬体験しました。参加者の方からは「基本的な事項から
学べ、実務の内容も学べたので良かった」との声が多くいただきました。
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青申会「税を考える週間」慰問事業を実施
　新湊青色申告会が射水万葉苑・七美ことぶき苑の慰問をおこない、鉢
花を贈りました。
　この慰問は新湊青色申告会が身近な福祉事業として、「税を考える週
間」に合わせて毎年開催しています。
　門嶋会長が入居者の方に鉢花を手渡すと、受け取られた方は嬉しそう
に微笑んでおられました。
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「消費税転嫁対策セミナー」を開催
　本所において、消費税転嫁対策セミナー「リピート客を増やす秘訣！
～『売って下さい』とお客様からやってくる～」を開催しました。
　講師には株式会社セールスの学校　校長　浅井隆志　氏をお迎えし、
集客戦略や、リピート客を増やす手法について講演していただきました。
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　３泊４日の日程で、中国（瀋陽・上海）を訪問しました。
　官民でつくる富山県経済交流推進協議会の県中国東北地方等貿易当市商談
ミッション派遣事業は隔年で実施されており、隔年持ち回りで県内各商工会議
所が幹事を担っています。今年度は射水商工会議所幹事であり、本所の議員視
察として参加者15名（本所より８名）で実施しました。

　富山空港において結団式が行われ、牧田会頭より「中国は世界の工場から市場へ変化している。これを
チャンスとしたい」と挨拶。瀋陽・上海では遼寧省対外貿易経済合作庁表敬訪問、商談会、速水発条工場視察、
上海神原汽船船務有限公司訪問するなど、中国の現状を肌で感じることができました。

平成27年度　議員視察を実施
（中国東北地方等貿易当市商談ミッション派遣事業）

先月の事業 Pick Up

「技術開発に活路を見出す」
第10回創造企業報告会を開催

　射水市商工協議会主催（本所魅力発信プロジェクト主管）により、第
10回創造企業報告会を開催しました。
　今回は、株式会社エヌエスブレーン（射水市串田）の渋谷社長を迎え、自社の取り組みについて報告して
いただきました。渋谷社長は自社の社是に込めた想いや、マイクロカプセルやナノテクノロジーを駆使し
た技術開発について話しました。報告後には、富山大学経済学部内田教授が「自社への置き換えとポイント」
についてアドバイスを行い、技術開発を収益化するまでのモデルを解説しました。
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25～28
11



正副会頭会議
製造部会　ものづくり企業視察研修会
本所女性会役員会
本所青年部理事会
建設部会全体講演会・懇親会
本所青年部　会員家族クリスマス例会
暗算・珠算能力検定試験
正副会頭会議
プロジェクトリーダー連絡会議

12/1
12/2
12/3
12/10
12/11
12/12
12/13
12/14
12/14

火
水
木
木
金
土
日
月
月

＜会議所＞主な今後の動き

常議員会
射水市㈳射水市観光協会との意見交換会

正副会頭常議員・プロジェクトリーダー長・
部会長との懇親会

生活関連部会　セミナー
小規模事業者経営改善資金審査会
射水市きらりカンパニー顕彰企業選考委員会
新湊カニかに海鮮白えびまつり事業報告会
本所事務納め式

12/14
12/14

12/14

12/17
12/17
12/18
12/21
12/28

月
月

月

木
木
金
月
月
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　本所共済加入事業所優待事業「秋の京都散策バスツアー」を
開催しました。当日は快晴で、清水寺、東福寺、永観堂・禅林
寺を散策し、京都の紅葉を楽しみました。
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先月の事業 Pick Up

商工協議会　視察
　射水市商工協議会（本所と射水市商工会で構成）は、情報化
事業の一環として、新潟県にあるＮＰＯ法人長岡産業活性化
協議会（NAZE）と燕商工会議所へ視察研修会を実施しました。
参加者は牧田会長、串田副会長など総勢17名。
　最初に訪問したNAZEでは、同協議会の設立経緯や事業内
容（産産・産学連携等）について、次に訪問した燕商工会議所
では、大田同所会頭が出席の下、同所が取り組む「磨き屋シ
ンジケート（研磨業のＰＲと業務受発注等）」の設立経緯や現
状を説明いただき、意見交換を行いました。
　どちらも当協議会と異なる取り組み事例ということもあ

り、普段は中々聞くことが出来ないお話に真剣に耳を傾けておられました。今後の当協議会の更なる事業
推進と結束を深める良い視察研修会となりました。

「共済加入事業所優待事業」を開催
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㊗　射水市技能勤労者表彰式
　射水市の平成27年度技能勤労者・農林水産業功労者表彰式が高
周波文化ホールにて行われ、17人が表彰されました。
　本所会員からは技能勤労者として上野賢次様（上野左官）、棚辺
清様（棚辺電気商会）のお二人が受賞されました。
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棚辺　清　様上野　賢次　様
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　11月３日（火・祝）に姉妹提携を結んでいる長野
県千曲市の「森将軍塚まつり」において、今年も
カニ鍋の販売を行いました。当日は秋晴れの中、
多くの人で賑わい射水の旬の味を千曲市民の皆様
に味わっていただいたほか、恒例のステージイベ
ントでは射水市に関するクイズを出題し、多数の
方に参加していただきました。

千曲観光ＰＲ事業「森将軍塚まつり」に出店！

　11月13日（金）－14日（土）と群馬県前橋市にて開
催された『日本商工会議所青年部 第33回全国会長
研修会　夢をつなぎ未来を紡ぐ「まえばし会議」』
に参加してきました。本研修会は日本ＹＥＧの３
大事業のひとつで、会長としての資質と向上心を
養うとともに、青年経済人として、人としての原
点を学ぶことを目的として毎年開催されていま
す。参加したメンバーは全国の同志と意見交換を
し、親睦を深め有意義な研修となりました。来年
は兵庫県加古川市で開催されます。

日本商工会議所青年部
第33回全国会長研修会「まえばし会議」

青年部だより

　11月19日・20日　１泊２日にて若手後継者等育成事
業【視察研修会】を実施しました。これまで若手後継
者等育成事業では、毎年『講演会』を開催していまし
たが、今年度は３月に北陸新幹線が開通したことによ
り、新幹線を利用した視察を実施することに年度当初
の役員会で決定しており、千葉県佐原商工会議所女性
会との交流事業、国会議事堂、首相官邸・公邸他を見
学する視察研修会を実施しました。
　19日千葉県佐原を訪問し、佐原商工会議所女性会の
皆様と３時間弱の滞在時間でしたが、交流事業を通し
友情の輪が広がり、また佐原女性会の活動内容につい
て多々学ぶこことがありました。その後町並みを視察し交流事業を終えました。
　20日には国会議事堂、首相官邸・公邸他を見学しました。普段見学することができない国の中枢を見学
させていただきました。その他東京スカイツリー、目黒雅叙園も見学。両日共天候にも恵まれ、参加され
た皆様は感動した、良い視察だったと好評でした。
　今回の視察研修は射水女性会より12名、氷見女性会より５名参加いただき、氷見女性会の皆様と視察研
修を通じてより強い絆が生まれました。

佐原商議所・首相官邸等を視察　～若手後継者等育成事業～

女性会だより
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安全管理は事業者の責務

　最終回は安全管理措置について解説いたしま
す。
　特定個人情報の取り扱いについて、特定個人情
報保護委員会が示したガイドラインがあります。
これによる事業者が講ずべき安全管理措置の内容
として、次の７つが示されています。

１．基本方針の策定
　策定は義務ではありませんが、考え方の根幹を
なす部分ですので策定いただくと良いでしょう。

２．取扱規程など
　従業員数100人超の規模の事業所は策定しなけ
ればなりません。マイナンバーの①取得、②利用、
③保存、④提供、⑤削除・廃棄の５段階について、
取扱方法、責任者、事務取扱担当者（以下担当者）
の任務などについて規定します。

３．組織的安全管理措置
　責任者や担当者の役割、特定個人情報などの範
囲、情報漏えいなどの報告連絡体制などの組織体
制を整備します。その上で、取扱規程などに基づ
く運用と、その状況確認の手段を整備し、万が一
の情報漏えいなどの事案に対応する体制の整備を
します。また、定期的な見直しを行います。

４．人的安全管理措置
　担当者の監督と教育を行います。そのため就業
規則などに研修や特定個人情報などの秘密保持に
関する事項を盛り込みます。

５．物理的安全管理措置
　事業所内の特定個人情報ファイル（以下ファイ
ル）のシステムを管理する「管理区域」と、特定
個人情報の事務を実施する区域「取扱区域」を明
確にします。その上で、「管理区域」への入退室
管理、機器などの持ち込み制限や、「取扱区域」
に間仕切りなどを設置し、担当者以外の者が容易
に特定個人情報に接することがない座席配置など
をして区域を管理します。
　また、取り扱うパソコン、ＵＳＢメモリーや書
類などは、施錠できるキャビネットに保管するな
どして盗難や紛失などを防止します。電子媒体な
どを持ち出す場合は、データの暗号化、パスワー
ドの設定、施錠可能なケースやかばんに入れるな
どの対策をします。

　そして、個人番号関係事務を行う必要がなく
なった場合で、法令の保存期間などを経過した場
合には、マイナンバーをできるだけ速やかに焼却・
溶解・シュレッダーなどで復元できないように削
除あるいは廃棄し、その記録を保存します。また、
委託する場合は証明書などにより削除あるいは廃
棄を確認します。

６．技術的安全管理措置 
　情報システムを使用する場合、アクセス権を担
当者に限定します。また、アクセスできるファイ
ルの範囲をアクセス制御します。その際、担当者
のアクセス権の有無については、ユーザーＩＤ、
パスワードなどを使い、アクセス者の識別と認証
を行います。そして、ファイアウオールなどの設
置や定期的なログ管理や分析を行い必要な対策を
します。
　さらに、インターネットなどの使用は通信経路
を暗号化することや、情報システム内の特定個人
情報などのデータの暗号化や、パスワード設定を
するなどして情報漏えいなどの防止をします。

７．委託先における安全管理措置
　「委託元」が、「委託先」に対して「必要かつ適
切な監督」を行わなかった結果、漏えいなどが発
生した場合、番号法違反と判断される可能性があ
ります。
　「必要かつ適切な監督」とは、①委託先の適切な
選定（自らが果たすべき安全管理措置と同等の措
置が講じられるか否かあらかじめ確認するなど）、
②委託先に安全管理措置を遵守させるために必要
な契約の締結（秘密保持義務、目的外利用の禁止、
再委託の条件、従業者への監督・教育など）、③委
託先における特定個人情報の取扱状況の把握、が
含まれます。

　以上のように、規定類や契約書などを作成しな
ければなりません。特に「就業規則」については、
利用目的の明示、本人確認のための書類などの提
出時期や義務、担当者の教育や監督、研修受講の
義務、秘密保持、情報漏えいなどの防止や懲戒な
どを規定する必要があるでしょう。
　なお、就業規則の変更は常時10人以上の労働者
を使用している事業所は、労働者の意見書を添え
て、労働基準監督署長に届け出なければなりませ
んので、ご注意の上、早目の対応が必要です。

特定社会保険労務士　小林　元子

解 説 マイナンバー 第7回　



インフォメーション

平成27年12月10日 ● 第699号 7

年末年始休業のお知らせ

「人生の約束」　来年１月９日（土）全国東宝系ロードショー

本所ホームページ会員企業紹介コーナー
掲載企業募集！ 掲載無料

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

　本所ホームページには会員企業の方を紹介する
ページを設けております。
　自社のホームページをお持ちの方もそうでない
方も、ＰＲの場として是非ご利用ください。
　また、既に掲載されている会員企業様におかれ
ましても、変更点等ございましたら御連絡ください。

◆掲載内容◆
　●所在地・電話番号等　企業基本情報
　●企業紹介写真　２枚
　●企業紹介文　500字程度

　詳しくは　本所担当　見﨑まで
　　　　　　TEL 0766－84－5110

　旧新湊地区を舞台に、今年３月末よりロケ撮影が始まり、５月中旬に無事終了した石橋冠氏　初
監督映画、「人生の約束」が2016年１月９日（土）、ついに公開となります。映画公開を記念し、盛
り上げるため、「『人生の約束』を応援する会」を中心にいろいろな活動が市内で行われています。

 街歩きで映画の予習！ スナック『海の女王』
　撮影の為に、内川沿いにある空き倉庫を利用し作られたスナックのセット。現在、期間限定でロ
ケ時のセットの状態が復元されています。周囲の風景とあまりになじみすぎて、見学しに来た地元
住民の方も気付かずに素通りしたり、思わず扉を開けてしまいそうになったりという声がちらほら。
是非一度お立ち寄りください。

 お買い物で観賞チケット当選のチャンス！ 商店街年末大売出し　12/1－12/28
　映画鑑賞チケットを特別賞に500本準備し、新湊商店連合会にて年末大売出しを行います。千円
お買い上げ毎に抽選券１枚を進呈。抽選は１月４日（月）、本所と加盟店店頭にて行います。副賞は
新湊商店連合会加盟店で使えるお買い物券２千円が80本です。是非この機会に地元商店街でお買い
物をし、映画とともに地元を盛り上げましょう！

 キャストになりきる？ ロケ地めぐりツアー　10/30－3/31
　昼食、ケーキセットも付いてお得にロケ地を巡るツアーができました！ご飯付き、観光ガイド付
きなので、初めて訪れる方も安心♪映画のシーンは６割が新湊地区で撮影されたもの。あますこと
なく（そしてお得に）ロケ地を巡りたいなら断然オススメのツアーです！
　金額は大人2,000円、子ども1,000円。
　詳細は　㈳射水市観光協会まで　TEL 0766－84－4649

 ロケ地めぐりをサポート！ ロケ地まち歩きガイドＭＡＰ/スポット看板
　ロケ地を中心に、内川沿いの街歩きマップが作成されました。ロケ中、差し入れで登場したり、
出演者が立ちよったりしたお店が掲載されています。マップを持って買い物をすればお店の方から
撮影秘話が聞けるかも!?　また、スポットの案内役として映画の中で重要な役割を果たす各スポッ
トには看板も設置。マップとともにロケ地巡りをより濃厚なものにしてくれること間違いなし！

新春時局講演会

12月29日（火）～１月１日（金）の年末年始の期間、閉館いたします。
１月４日（月）より、平常通り開館、業務を行います。



　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。

　今回は株式会社北陸銀行　新湊支店　支店長　森　偉郎氏にお話を伺ってきました。
　同支店は明治28年に新湊銀行として開設して以来、今年で120周年を迎えます。地域に対する思いを
伺ってきました。

　最近では新入社員も先輩職員に帯同させ、書類だけでなく現場を見に行って知ってもらうことを促して
いるという森支店長。ロケの現場へ足を運ばれている森支店長の姿を拝見した方も多いのではないでしょ
うか。全員戦力という意識で地域を盛り上げていきたいとおっしゃる姿が印象的でした。

　今年は射水市合併10周年を迎えるとともに、旧新湊地域を
舞台にした映画のロケをはじめ、大変イベントの多い年でし
た。そのような記念すべき年に地域の皆様に支えられ、当店
が開設120周年を迎えられたこと、またその節目に私自身支
店長として立ち会えたことを大変嬉しく、またありがたく思
います。
　当行は今、原点に立ち返り、お客様との対話を大切にして
います。120周年という歴史の節目ではありますが、気持ち
を新たに、更に近い距離で地域を盛り上げるお手伝いができ
ればと考えております。

キラリしんみなと
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No.44 ◆ 株式会社　北陸銀行　新湊支店

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）

全員戦力で地域を盛り上げたい
開設120周年を迎えるにあたって

　国を挙げて地方創生が取り沙汰される今、銀行として地方
創生に向けお手伝いできることを積極的にやっていこうと考
えております。そのためにもまず、銀行へより立ち寄りやすく、
身近に感じていただくため、月に一回程度入れ替えの店内企
画展を実施しております。10月には120周年特別展として、『新
湊曳山まつりの歴史展』を開催。曳山協議会や写真協会、地
域の皆様にご協力いただき、昔と現在の曳山の写真による比
較展示や、立町の曳山のからくりを特別にお借りして展示し
ました。期間中は多くの方に立ち寄っていただき、大変好評
な展示となりました。
　また、映画のロケにはボランティアとして行員を派遣した
り、全店にポスターを配布したりするなど、映画を通じてこ
の地域を盛り上げられればと願っております。
　今後もこういった活動を通し、より地元に身近な存在とな
れるよう、全行員一丸となってまい進していく所存です。

地域に対する思いをお聞かせください

取材を終えて

株式会社　北陸銀行　新湊支店
代 表 者：森　偉郎
創　　業：明治28年
住　　所：射水市立町７－８
Ｔ Ｅ Ｌ：（0766）82－3101
事業内容：金融・保険業

支店長　森　偉郎氏

もり　ひで お

もり　　ひで お


