
 

 

１ ど～ら 平成３０年１月１０日号 

パートナーズプロジェクト社会保険労務士法人  代表社員 髙野 洋子 

謹賀新年平成「３０年」となりました。 

ＩＴの進展（人工知能の時代）は、第４次産業革命と称されるインパクト

です。自動運転の車が、街中を走行するのも間もなくでしょう。今ある仕事

が、明日には人工知能に代替されるのです。日本国内の「少子・高齢化」「人

口減少」「負担の増大」のトレンドは、変わりません。 

とすれば、現実を直視し、縮小時代（３割引きの経済）に備える事です。

拡大時代の経験は生かせません。昨年と同様『時代の趨勢を見て、直感・感性

を信じて生きて行く時代、重荷を背負うて、下り坂を下りながら、（お金の掛

からない）生きがいを見つける時代でしょうか。』 

平成の次の時代も、必ず、あります。 

変化のタネ                   

 時代の潮流の一つとしてシェア経済社会が見えてきた。わかりやすいのが民

泊やカーシェアリングのような遊休資産の活用である。またあらゆるモノが必

要な人へフリマアプリで直接シェアされてゆく。モノだけでなく、家事や日曜

大工、ペットの世話、語学や技能など自分の時間やスキルを他人の為にシェア

することもできる。現役世代でも働き方改革で時間が生まれれば自分のスキル

を社会で生かすことも広がるだろう。作る人→売る人→買う人ではなく、誰も

がサービスや情報の提供者となってゆく。変化のタネを感じ取り、経営者の相

談相手となろう。 

あけましておめでとうございます。今年は注目すべき事項が３つあります。 

 １つ目は、労働契約法による「有期契約労働者の無期転換ルール」が初めて実施

されることです。 

 ２つ目は、特に50代または管理職に多い「介護離職」の対応として、介護と仕事

の両立支援を考える。 

 ３つ目は、障害者法定雇用率が2％から2.2％へ引き上げになる。従業員５０人に

１人の採用が４６人に１人の採用が義務化されることです。 

 どれも「働き方改革」の施策の一部と考えられます。今後もスピーディな情報の

提供を心掛けたいと思っています。 

 今年もよろしくお願いいたします。 

パートナーズプロジェクト税理士法人  代表社員 藤井 英雄 

高野・星野法律事務所   所 長  高野 毅 

 

  

  

 

 
  
 

本年の課題は「地域は宝」、課題実現のキーワードは「デザイン思考」 

 これらを実現するための実施策は「自分会議」ということで、本年は「自分

会議」を充実させてゆく。会議はメンバーとの情報共有、コミュニケーション

確保に必要として多くの時間が常に確保されている。だが、その前に自分内部

の情報会議開催がもっと大切なのだ。そういう意味で、今年は「自分会議」の

時間を確保充実させて行く。 

 本年もよろしくお願いいたします。 

株式会社パートナーズプロジェクト  代表取締役 髙野 裕 

 ど～ら 平成３０年１月１０日号 ２ 

特集 
 

2018年 グループ会社の各代表の新年挨拶 

  

情報 

■拝啓経営者殿  ■公庫からこんにちは！ ■周年記念パーティー 
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３ ど～ら 平成３０年１月１０日号  ど～ら 平成３０年１月１０日号 ４ 

 新年明けましておめでとうございます。 

 昨年１０月に還暦を迎えました。お陰様で未だ健康体です。 

 父が亡くなった６９歳まであと９年。 

 事務所への貢献と社会への貢献を両立させ、残り９年頑張りたいと思いますの

で、どうぞ、本年もよろしくお願い申し上げます。 

 

吉井国際特許事務所  所長 吉井 剛 

 新年あけましておめでとうございます。 
 ２０１８年の私のテーマは、「仕事と思うな、生きがいと思え！」です。私の「働

き方改革」は労働時間の長さの問題ではなく、仕事の概念そのものにあると考えてい

ます。 
 今年も生きがいと思える（思いたい）時間が増えると期待（覚悟）しています。 
 皆様も充実した年に是非してください。 

ターナルアンドパートナーズ 代表 中俣 誠 

 新年おめでとうございます！ 
 “風を生むときを創る”“風を生む場を創る”“風を生む人を創る” を使命とし

て、“理解する”から“気づく”へ、“知っている”から“できる”へを本年も引

き続きご支援させていただきます。 
 宜しくお願い致します。 

株式会社ＧＦＮ  代表取締役 五味 由紀子 

 あけましておめでとうございます。 
 今年の課題は、「生産性革命」と「人づくり革命」を断行することです。 
 中小企業の皆様の経営改善を強力にご支援申し上げます。 
 今年もよろしくお願いします。 

税理士相田哲事務所 所長 相田 哲 

 

 平成３０年の幕開けです。 

皆様それぞれ穏やかなお正月をお迎えのこととお慶び申し上げます。 

最近、所有者不明土地が多くなって大変だ。という話がありますが、とにかく自

分の利益を守るため、そしてみんなに迷惑を掛けないためにも、不動産の登記は相

続等変更があったらしっかりと登記をしていきましょう。 
 

高橋調査設計株式会社  代表取締役 髙橋 利春 

 あけましておめでとうございます。 

 昨年末に還暦を迎えて、地域の若い経営者へ貢献したい気持ちの強まりを感じてい

ます。中小企業の「総合医」として、あらゆる課題を整理して、優先度付しながら専

門医に繋ぐことをテーマに活動したいと思います。よろしくお願いします。 

中小企業診断士山崎勝雄事務所 代表 山崎 勝雄 

 新年、あけましておめでとうございます。 
今年はさらに一歩進んだ、職場のメンタルヘルスを広げていきたいです。いきいき

と働きやすい職場づくりを進めることで、より多くの企業が元気になることを願い

つつ、自分自身、邁進していきます。 
 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

ＨＡＮＡメンタルマネジメント  代表 大﨑 華子 

                        

  

 

 

 司法書士法人長谷川合同事務所  代表社員 長谷川 幹 

 明けましておめでとうございます。 

2018新年のお告げ・・・衰退止まないわが郷土、この環境で何ができ、何をすべき

か、顧客は何を求めているのか、今年こそコンシェルジュだ！ 

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

株式会社経営ブレインサポートセンター 取締役会長 小林 富佐夫 

株式会社ネオス  代表取締役 山本 敦 

 新年明けましておめでとうございます。 
最近ジャネーの法則というのを耳にしました、５歳の子の１年と５０歳の人間

が過ごす１０年はほぼ同じだと。確かに最近１年の過ぎるのが大変に早く感じま

す。何か今年はやり残したことはなかったのかと、自問自答できるぐらいの余裕

が人生有意義な過ごし方だと言えましょう。忙しく単調に過せる毎日も幸せです

が、今年はもう少し心に余裕を持ちながら良い１年を過ごしたいと思っておりま

す。 

 

 あけましておめでとうございます。当事務所は、新潟にもスキルとスピリット

をもった会計事務所があるということを実証し、地域の雇用と納税に貢献しま

す。 
そのために今年も、人と出会い、人に教わり、謙虚に人に尽くします。本年も

よろしくお願いいたします。 

税理士法人近藤まこと事務所  代表社員 近藤 信 

 昨年は、年の後半に日経平均株価が２万２千円台を超え、日本経済は比較的順

調に推移しました。 
今年も、日本経済が順調に推移し、確実な成長軌道にのることを期待します。 

 今年１年、よろしくお願いします。 
 

 丸山公認会計士事務所  所長 丸山 克巳 

 明けましておめでとうございます。 

パートナーズプロジェクトに関わる皆様方と，更に連携を深め，依頼者様に，適

切・迅速な法的サービスを提供していきたいと考えております。今年もよろしく

お願い致します。   

                      

砂山法律事務所  所長 砂山 雅人 

新年、明けましておめでとうございます。 
今年のキーワードを「凡事徹底」としました。当たり前のことを一つ一つ丁寧

にやり続けることを平成３０年の課題として参ります。本年もよろしくお願い申

し上げます。 

「ココロを動かすデザイン」で新潟の企業をワクワクにする！！ 
どんな小さな企業であっても、どんな商品であっても「ブランド」を意識すべき時

代に入っています。ブランディングは、他社または他社の商品・サービスと差別化

するための強烈な有効手段になりえます。今年「ネオス」は地域企業の「ロゴ」、

「パッケージ」、「WEBデザイン」などをより多くお手伝いさせていただき、お
客様の成長のお役立ちになりたいと思っています。 

司法書士大野豊事務所  所長 大野 豊 
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（写真：研修の様子） 

   

 今年のゲームは、シュークリームロシアンルーレット！ 

激辛デスソース等が入ったシュークリームを食べると商品がもらえる

といった内容でした。新ゲームで盛り上がりました！ 

  
 外部の専門家を講師に迎えて勉強会を実施しました。過去２０年位の間に公的機関に経営改善、事業承継に関するノ

ウハウが蓄積されて来ました。今後はこれに基づく様々な施策が国や自治体等から実施される見込みです。私たちもこ

れに対応して、お客様に適切なアドバイスが出来る様、知識を深めて行きたいと思います。（佐藤） 

 第３回経営改善計画策定支援についての、グループ内での勉強

会、情報交換会が開催されました。 

 

  日 時：１２月１５日（金） １３：００～１５：００ 

  講 師：ＮＰＯ法人 新潟中小企業再生支援センター 

       理 事  風間  慧  様（中小企業診断士） 

      事務局長 小柴 隆二 様 

  テーマ：中小企業における早期経営改善策定支援について 

一足早いXmasプレゼント♪ 

なかなか「当たり？」が出ずおかわりをする方も・・ 

当日グループ会議に参加された会員

の皆様にもご参加いただきました。 

ありがとうございました。 

１２月１日（金）に移転周年パーティー 

がＰＬＡＺＡ内にて開催されました。 

 地殻変動に例えられるほど、社会が根本的に変革しています。 
 生産年齢人口減少、世帯数減少、人材不足の本格化、価値観の多様化などが、

市場構造や経営環境を一変させていく中で、「３期比較、同業他社比較」など旧

態依然とした経営状況の説明を繰返している現状に空しささえ覚えるほどです。

クライアントは税理士に何を求めているかをもう一度考え直して新年度をスター

トします。 

渡辺佐千雄税理士事務所  所長 渡辺 佐千雄 

 ２０１８年はスピードにこだわる。決断と行動のスピード。世の中はスピード

を求めている。失敗してもすぐにやり直せばいい。そして、スピードを上げるた

めの仕組みづくりにも取り組む。でも、ウォーム・ハートは忘れない。 
 

コアコンサルティング  代表 土田 正憲 

 

 あけましておめでとうございます。 
 本年は国、県をはじめ公的支援機関が揃って中小企業、小規模事業者を対象に

事業継続や事業承継支援の取り組みを活発化する見込みです。私ども中小企業診

断士はますます活躍の機会が増えることが見込まれています。故に一層貢献すべ

く真摯に取り組んでまいります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

県央つばさコンサルティング  代表 野水 敏勝 

明けましておめでとうございます。  
昨年は、県内初の「えるぼし認定(第三段階)」を取得し、女性社員が活き活き

と、 また、社内目標である「遵」を社員全員が意識し、「凡事徹底」で 業務に

取り組んで参りました。  
引き続き、女性も活躍できる職場環境づくりに取り組みながら、 最先端の情

報発信をすると共に多くのお客様のニーズにお応えすべく、より一層尽力してま

いりますので、 昨年同様のご高配を賜りますようお願い申し上げます。 
 

株式会社エム・エスオフィス  代表取締役 笠原 廣 

新春講演会開催 
 

毎年、弊社で開催しております新春講演会。２０１８年のチラシが

完成いたしましたので、お知らせいたします。 

 

日付：２０１８年２月２日（金） 

時間：講演会 １４時～１６時４５分 

   懇親会 １７時～１８時３０分 

会場：ホテルニューオータニ長岡２Ｆ（講演会・懇親会とも） 

会費：講演会１社様 ３，０００円 

   懇親会１名様 ２，０００円 

※会費は当日会場にてお受けします。上記は全て税込です。 

 

皆様のご参加をお待ちしております。 
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ホームページはこちら ☞ ＜☞ 
日本政策金融公庫 

  長岡支店 渡貫さん 

 

 

 

 明けましておめでとうござ
います。 
 平成30年1月7日に東京大
学本郷キャンパスにおいて、

日本公庫が開催する、「高校

生ビジネスプラン・グランプ

リ」の最終選考が行われま

す。年々参加校・プラン数は

増えており、若い世代の起業

への関心度が高まっているこ

とを感じます。新潟県からは、新潟清心女子高等学校

がファイナリスト１０組に残っております。高校生な

らではの柔軟な発想から生まれたビジネスプランにご

期待ください。 
 また、今年も毎月第一水曜日にパートナーズＰＬＡ

ＺＡプラザ内にて相談会を行っております。お気軽に

ご利用ください。 

 

 

今月は、こちらのお二人の記事が掲載されています。弊社ホーム

ページにて毎月更新しております。是非ご覧になってください。 

株式会社パートナーズプロジェクト 

 中小企業診断士 

 税理士      髙野 裕 

 

「利益の素」 

HANAメンタルマネジメント 

 精神保健福祉士 

 社会福祉士    大﨑 華子  

「睡眠時間とパフォーマンスの 

 関係 」 

ホームページはこちら    ＜http://www.3d-m.jp/＞ ☞ 

12月28日 今年最後の大清掃 

 

気持ちよく新年を迎えることが 

できました 

今月のトピックス 

大清掃の後のパートナーズPLAZA 

全体終礼 

 

日本政策金融公庫 

  長岡支店 渡貫さん 

 

 私のお宝は息子です。今２歳半です。今のところ，父親に

似ずに，イケメンに育っていると思います。私は，長岡に地

縁も人脈もないので，その分家族への想い入れは強いで

す。・・・もちろん妻も大切ですよ，「子はかすがい」です

よね（笑）。息子は，今，時計や乗り物に興味を持っていま

す。この前も，多摩レールランドに日帰りで出かけてきまし

た。将来はヨーロッパで時計や車の設計でもしたら面白いん

じゃないかとか，親バカなりに考えています。自分は，息子

がどこに行こうが構わないと考えていますが，いざそうなる

と，息子ロスになるんでしょうか。 

 

第４９回 砂山 雅人    

 我が家に 

 眠る宝物 

お知らせ 
  

毎月一回(第３火曜日)・長岡新聞 

好評連載中の藤井英雄税理士のコラム「虫の眼鳥の眼」。第５９回目の内容は、

「交際費」。 

仕事でも私生活でも、「交際」をうまく利用して、世界を広げることができたらいい

ですね。 次回は２月２０日（火）、３月２０日（火）に掲載予定です。お楽しみに。 

税理士、弁護士、中小企業診断士、社会保険労務士など、

企業をサポートしている専門家の方々に２０１８年に注目すべき

キーワードをお聞きします。 

                                  ・・ ＮＣＴチャンネルガイドより ・・ 

➤➤放送日 前編 １月１９日（金）１８時００分より 

         後編 １月２６日（金）１８時００分より 

 ＦＭ放送収録風景 

  写真上：藤井 英雄  

  写真左：高野  毅 

 

 

  

 

 １月１０日 「新年のご挨拶」 
 １月１７日 「Ｐ’ｓＰのコーナー」 
 １月２４日 「Ｐ’ｓＰのコーナー」  
 １月３１日 「扶養の確認の時期です」 

 
 

   

 ※「Ｐ’ｓＰ（パートナーズプロジェクト）のコーナー」は、 

    各専門家によるフリートークです。 

燕三条エフエム 

 放送日 
 ●ＦＭながおか 毎週水曜 ８時０５分～・１７時５２分～     ●エフエム魚沼   毎週水曜 ８時０２分～ 

 ●ＦＭゆきぐに 毎週水曜 ８時１２分～             ●燕三条エフエム  毎週水曜 ８時０２分～  

 ●ＦＭピッカラ 毎週水曜 ８時０５分～             ●ＦＭとおかまち  毎週水曜 ７時３０分～ 

出演：髙野 裕 

出演：藤井 英雄 

出演：高野 毅 

出演：富居 綾子 

「ＦＭワンポイント通信」 

今月のひとこと 
ど～ら編集部に所属となり三年目を迎えました。今年も皆様に旬な社内情報をお届けできるよう

頑張ります！読者の皆様、今年も一年間よろしくお願いいたします。（小西） 

 

（ 写真：パートナーズプロジェクト    

          グループ各社代表者等 ) 

※長岡ケーブルテレビの11chにて放送中 

「ｎａｇａｏｋａ発！企業のチカラ」 

    土曜日  １４時００分～ほか  日曜日  ２４時００分～ほか 

放送日 金曜日   ８時３０分～ １２時００分～ １８時００分～ 

         １９時３０分～ ２２時３０分～ ２４時３０分～        

長 岡 新 聞 

http://www.3d-m.jp/

