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◇会長挨拶ならびに報告
皆さんこんにちは。今日も Zoom 例会です。
先日、ファックスで今日はグラウンドで Zoom で会合
ですと案内があったので、グラウンドで 200m 走りなが
ら会合しとられるのかと思いましたが、Zoom の間違い
でした。Zoom を 200m と読みました。
走るといえば、陸上男子 100m 山縣選手が 9 秒 95 の
日本新記録を出しました。日本人には 10 秒を切るのは
無理かと思っていましたが。
早いもので私たち理事・役員メンバーそして会長も 21
日で今年度 1 年間が終わろうとしています。何をした訳
でもなく過ぎていきました。これも皆コロナ様のおかげ
です。早く新原次年度会長にバトンタッチしたいです。
今、ホタルが舞い、メダカが卵を産み、カエルがケロ
ケロ鳴いています。田んぼの早苗も青々してきました。
皆さん、2 回目のワクチン注射が始まりました。熱が
出るとか聞きますが、
、
五十嵐先生にまた説明おねがいし
ます。
先日お話したムベの葉は幼いときは 3 枚、生育途中は
5 枚、実がなるころは 7 枚で、縁起物です。
今日は、前田さんの卓話です。よろしくお願いいたし
ます。
◇幹事報告
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◇本日のプログラム（担当：親睦活動）
会員卓話「キャッシュレス決済の話」 前田央会員
今日は、
キャッシュレス決済についてお話いたします。
これについては、皆様のほうが詳しいかもしれません。
もっと進んだやり方があれば、
、またお聞かせ下さい。
私は、昨年の 4 月 20 日に高岡支店に異動しまして、7
月から高岡北ロータリークラブに入会いたしました。コ
ロナ禍のため懇親会が開催されず、自己紹介をする機会
が無かったので、
この際に自己紹介させていただきます。
名前は前田央といいます。央という名前は変わってい
ますが、父が付けてくれたと聞いています。人の中庸を
行くようにという思いがあります。小さいころは変な名
前と思っていましたが、今は親に感謝しています。
当行の高岡支店は、昭和 19 年 2 月に開設された、非
常に歴史がある支店です。高岡支店長としては、25 代目
です。現在の高岡支店は、高岡市京田にあり、新高岡駅
の傍にあります。平成 25 年 5 月に移転し、今年で 9 年
目です。新しい高岡支店としては 4 代目になります。前
任は水上支店長、前々任は八幡支店長、その前任は釣支
店長です。歴代高岡支店長は高岡北 RC にはお世話にな
っております。
出身地は氷見市島尾です。私が小さいころの島尾駅は
海水浴のため、臨時列車が出るほどでしたが、今は見る
影もありません。
キャップ場はそこそこ賑わっています。
昔は駅前にかき氷の店があったり、浜に行けば輪投げや
射的があったりと賑わっていましたが、今は全くそのよ
うなものはありません。
1961 年（昭和 36 年）9 月生まれです。今年でちょう
ど 60 歳です。還暦ということで、今年の 1 月 1 日にお
祓いを受けてきました。上田さんのお話で、辛丑という
ことで、非常に温和な性格だというご紹介でした。
家族は、私と妻と長男と母です。長女は嫁いでおり、
子供が 2 人いまして、2 人目の孫は 4 月 4 日に生まれた
ばかりです。

キャッシュレス決済のお話の後に、
最近はコロナ禍で、
非対面を望まれるお客様がいらっしゃるので、当行がど
のような取り組みをしているかご紹介します。

キャッシュレス決済とは、電子マネー、クレジットカ
ード、QR コードを言います。広義のキャッシュレス決
済には、口座振替なども含まれますが、本日は、上記の
3 つについてお話します。
2019 年現在は 26.8％がキャッシュレスで決済されて
います。逆に言えば、7 割ほどがまだ現金決済だという
ことです。後ほど触れますが、日本はキャッシュレス後
進国です。国策により、少しずつキャッシュレス決済を
推進しております。
電子マネーは、SUICA や NANACO などがあてはま
ります。クレジットカードは皆さんお分かりかと思いま
すが、VISA や JCB などがあります。QR コード決済と
は「～Pay」と呼ばれるもので、最近では PayPay が普
及しており、3900 万人の登録者がいます。

前払い方式は予めチャージ、クレジットカードは後払
い方式、即時決済方式はデビットカードです。

キャッシュレス決済には根拠法があり、PayPay など
は資金決済法、クレジットカードは割賦販売法、デビッ
トカード・J-CoinPay は銀行法です。

3 つのキャッシュレス決済についての利便性について、
全てお金を払えますが、電子マネーやクレジットカード
は、お金を受け取ったり送ったりは出来ません。QR コ
ード決済では出来ます。

4 月の北日本新聞の記事ですが、寺社仏閣について、
入館料や賽銭を Pay で払えるようになりました。

加盟店が負担する決済手数料について、電子マネーだ
と 3～5％ですが、PayPay は今現在は推進中ということ
で加盟店手数料を取っていません。早ければ 10 月ごろ
から取ると言われています。J-CoinPay は 1.5％ですの
で、比較的良心的ではないかと思っております。

政府の目標は 2025 年までにキャッシュレス比率を

40％にするという目標掲げています。

2016 年の資料ですが、
世界各国のキャッシュレス比率
は韓国がトップで、96.4％とほとんどがキャッシュレス
となっています。それに比べ日本は 20％程度ですが、
2020 年のデータでは 30％に迫る勢いです。先ほど話し
ました某氏の笑い話ですが、韓国（中国?）へ旅行に行っ
た際バスに乗ったのですが、
「お金を払えば問題ない」と
いう日本の感覚でしたので、降りる際、大きなお金しか
もし合わせておらず、お釣を貰おうとしたのですが、キ
ャッシュレスが進んでいる国なので、その用意が無かっ
たそうです。某氏はキャッシュレス決済をする手段を持
ち合わせておらず、
そのまま大金を置いていけと言われ、
大変困ったそうです。
その後どうなったかは知りません。

日本全国で見ると、富山県は 4 位で 47％と平均より高
いように思いますが、データの取り方がコンビニやスー
パーなど店頭決済が高いところでの調査なので、それな
りに高い数値が出たのではないかと思います。ちなみに
石川県は 31 位で 39％、福井県が 40 位で 36％です。最
下位は佐賀県で 31％となっております。

先ほどから、日本はキャッシュレス決済の意識が低い
と言っておりますが、日本の現金に対する信頼が強いで
す。その証拠に偽札が少ないです。私も長年銀行員をし

ていますが、偽札はお目にかかったことがありません。
また、ATM が非常に普及しているのが、要因だと思い
ます。

現金以外の決済手段を使わないのは、なんとなく使い
にくい、使いすぎてしまう気がするという理由がありま
す。
また、
クレジットカードを積極的に使わない理由は、
使わなくても不便ではない、紛失や盗難が心配、予算以
上の買い物をしてしまう恐れがあるなどです。

縦軸が現金決済の比率、横軸が GDP です。日本は 現
金決済が多いので、大変なコストがかかっています。例
えば現金は必ず 2 名で数え、
その分人件費がかかります。
富山第一銀行の取り組みとして、ファーストバンクア
プリサービスを行っています。ダウンロード数は 2 万件
です。良い機能は個人資産管理で一生通帳マネーツリー
というアプリで、口座や利用明細のほか登録したクレジ
ットカードや電子マネーなどの利用明細をまとめて確認
できます。更にデジタル家計簿として、お金の流れが
一目瞭然です。またポイント管理も出来ます。それと
ファーストバンク withCRECO があります。カレンダー
機能があり、いついくら使ったかが見れます。但しこれ
は富山第一銀行の口座のみ登録可能となっています。
コロナ禍で非対面が増えており、富山第一銀行の取り
組みでは、インターネットバンキングで入出金を行い、
それに伴い、通帳レス口座が増加している傾向です。ま
た、インターネット支店を準備しています。特徴は定期
預金の金利を 0.1％に設定しています。ちなみに通常の
定期預金は 0.002％です。eKYC は本人確認もオンライ
ンで出来るサービスです。
SkyF というのは、2 つのデジタル
サービスの総称でプライベート Web
とファーストバンクアプリサービスの
ことです。

