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 今年も長岡商工会議所様から当社が委託を受けている賃金

実態調査の結果報告書が出来上がりました。今年は退職金制

度についての特別調査が盛り込まれています。その他、賃金

に関する様々な統計結果がまとめられておりますので、ご活

用いただければと思います。（齊藤） 

長岡市内の賃金実態調査報告書完成！ 

認定支援機関（正式には経営革新等支援機関）は、中小企

業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、

専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定

する公的な支援機関です。パートナーズプロジェクトにおいて

はパートナーズプロジェクト税理士法人が制度発足当初の平成

２４年に認定されました。 

 税理士法人を窓口としてグループ内の弁護士・司法書士・社

会保険労務士などが協力して、さまざまな経営課題の解決のお

手伝いをしています。 

 国の「創業促進補助金」「ものづくり・商業・サービス革新

事業」などの補助金については、認定支援機関が事業計画の実

行性を確認することにより申請が可能となります。年度初めを

迎え、国・県・市の各種補助金・助成金の募集が開始されてい

ます。ご興味のある方は認定支援機関に一度ご相談されてみて

はいかがでしょうか。 （佐藤）  

認定支援機関をご存知ですか？ 

 ４月に入ると、社会保険労務士法人にとって一番の繁忙期

となる、労働保険事務組合の年度更新業務が始まります。こ

れに先立ち、３月２８日に事務組合主催の年度更新説明会を

行いました。今年度は建設業の現場労災について改正が行わ

れたこともあり、例年を上回る１４名の申込みがありまし

た。年度更新の事務について改正点も含め弊社従業員より説

明を行い、活発な質疑が行われました。（大谷） 

（写真：年度更新説明会の様子） 

年度更新説明会 
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（写真：税理士法人 阿部さん） 

 １２～２月の繁忙期にも関わらず、皆様から色々教えてもらい、そして

優しく楽しく接して頂き、大変感謝をしております。 

 この３ヵ月が練習・準備だとすれば正社員としての今後が本番です。今

までの経験を生かし、同じグループである皆様、そして、お客様・地域に

少しでも貢献出来るよう気を引き締め業務に励んでいく所存であります。 

 まだまだ分からない事も多いですが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願

い申し上げます。（阿部） 

 新保 喜八さんが４月１５日をもって退職されます。 

 パートナーズプロジェクト税理士法人が合併する以前

から多くのお客様のために、会社のために、貢献してい

ただきました。これまでの感謝と慰労の意をこめて花束

の贈呈が行われました。 

 今まで本当にお疲れ様でした。 

（写真：新保さんへ藤井会長より花束贈呈の様子） 

ホワイエ（ＰＬＡＺＡ内ロビー）が 

お花見会場に大変身！ 

華やかになりました♪ 

今月のホワイエ 

ちいさい春みつけた 
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 これからの世の中、人口減少社会でモノが売れない

と言いますが、もっと深刻なのは少子高齢化による生

産年齢人口（労働力人口）の減少スピードの方がもっ

と早いということです。その結果、「超人手不足社

会」が今後20年は続くであろうと言われています。 

 しかし、最も不思議なことは、これだけ人手不足の

状態なのに景気が一向に良くならない、所得が増えな

いのは一体何故でしょうか？それは、いくら人手が足

りないほど仕事が忙しくなっても国全体としてのＧＤ

Ｐが全然増えていないからです。この状態を改善する

には就業者一人当りのＧＤＰを増やすしかありませ

ん。この就業者一人当りのＧＤＰのことを「労働生産

性」といい、もっとわかりやすく言うと「一人当りの

付加価値額（粗利額）」ということになります。 

 会社経営の話でいうと、「何とかして人を確保した

い」という願望よりも、「社員一人当りの粗利額をど

う増やしていくか」という戦略がこれからの経営の肝

になります。一人当りの粗利額が増えれば給料を増や

すことができます。給料が増えれば社員が満足し、結

果としてその会社で働きたいという優秀な人材が集

まってきます。 

 効率化・省力化のための積極的投資と従来の固定観

念に囚われない抜本的な業務の見直しを考えてみては

いかがでしょうか？ 

 

 

「健康経営」という言葉をご存知でしょうか。健康

経営とは、一言でいうと、「従業員の心身の健康を企

業の競争力の源泉と捉え、企業として戦略的かつ積極

的に従業員の健康増進に取り組むこと」であり、近年

大企業を中心に採用が進んでいる考え方です。  
それは決して難しい考え方ではありません。企業の

競争力の源泉である「ヒト」と正面から向き合い、

「ヒト」の活力の源泉である心身の健康を企業経営の

重要課題として捉えるという、ある意味原点に立ち

戻った考え方といえます。大企業であれ中小企業であ

れ、企業を支える屋台骨は「人財」です。その人財が

心身ともに健康であることは、当然企業の生産性向上

に繋がるということになるのです。 
ではなぜ健康経営が注目されるようになったので

しょうか。それには、急速な高齢化と労働人口の減少

や、心身の健康問題（増加する生活習慣病や深刻化す

るメンタルヘルス問題）、中小企業の健康管理の実態

における問題等の背景があります。 
様々な社会問題が存在する中で、労働力人口の約７

割を抱える中小企業が健康経営に乗り出すことは、日

本経済の成長にとって大きな意味を持つだろうといわ

れています。 
従業員の心身の健康管理を「コスト」ではなく、

「投資」として捉え、企業レベルで取り組むことで、

個人の生産性を向上させ、さらなる「企業の成長」を

目指しましょう。 

「健康経営を目指すこと」  

中俣 誠 

代表 

中小企業診断士 

「人手不足時代の経営とは 」 

大﨑 華子  

社会保険労務士 

精神保健福祉士 

ターナルアンドパートナーズ  ＨＡＮＡメンタルマネンジメント 

 

  
 我が家のではなく、私の大切なものです。 

 海外旅行の写真などです。２３歳の時に友達

とハワイへ行ったのが始まりで、その後現在ま

でに行ったものです。その写真を見返すとその

時に感じたいろんなことを思い出させてくれま

す。そしてまたどこかへ行きたくなり楽しい気

持ちにさせてくれる。そんな大切なものです。 

 しかしながら、ここ何年かの写真など整理が

なっていなくほんとうに大切なものか疑わしい

状態ではありますが、大切なものに違いありません。整理しなきゃ！！ 

第２９回 小林 慈子 

 
我が家に 

   眠る宝物 
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１． 社員の皆さまのお手伝い 

２． 長岡市 

３． ラーメン 

４． ポルノグラフィティ 

５． 田村正和 

６． みょうが 

７． 料理 

８． ラーメン屋巡り 

９． とれたてのいちごで作ったいちご大福を食べたとき 

１０．中学・高校時代の髪型 

１１．コアラ 

１２．似ていると言われました 

１３．花火が綺麗です 

１４．早く仕事を覚えて、頑張りたいです。 

１．仕事の担当 

２．出身地 

３．好きな食べ物 

４．好きな曲 

５．好きなタレント・好きなタイプ 

11．自分を動物にたとえると？ 

12．11の理由 

13．ふるさと自慢 

14. 何か一言・二言・三言  

６．嫌いな食べ物 

７．趣味  

８．今、はまっていること（マイブーム） 

９．今までに一番感動したこと 

10．今までで一番恥ずかしかったこと 

１． 社員の皆さまのお手伝い 

２． 小千谷市 

３． そば。毎日食べても飽きません。 

４． 映画のサウンドトラックをよく聞きます。 

５． 穏やかで好奇心旺盛な人 

６． らっきょう。カレーには福神漬け派です。 

７． 旅行先でおいしいものを食べること 

８． ちょっとしたフラワーアレンジメント 

９． アメリカ留学最終日のお別れ会 

１０．後輩の名前を間違えて覚えたまま呼んでいて、それを友人から指摘されたこと。 

１１．クマ 

１２．食いしん坊でマイペースなところ 

１３．とにかく田舎ですが、毎年秋のお祭りの花火大会は、一生に一度は見て頂きたいです。 

１４．まだまだ未熟者ですが、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。 

１． 制作部 

２． 長岡市 

３． 焼き鳥（塩）、油あげ 

４． 天体観測（ＢＵＭＰＯＦＣＨＩＣＫＥＮ） 

５． やさしい人 

６． きのこ類 

７． イラストを描くこと 

８． 日本酒の飲み比べ 

９． 大学の卒業研究で優秀賞をいただいたこと 

１０．服の裏表を間違えて着たまま外出したこと 

１１．鳥 

１２．昔、友人に言われたことがあるので！ 

１３．食べ物とお酒がおいしいです。 

１４．至らぬ点が多々あるかと思いますが、頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいします。 

税理士法人 

小宮 姿名子 
こみや   し な こ 

税理士法人 

藤澤 崚祐 
ふじさわ りょうすけ 

㈱ネオス 

小林 南穂 
こばやし    な ほ 
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燕三条エフエム 

    

 

  

お知らせ 

（写真：大谷 実） 

「ＦＭワンポイント通信」 

放送日  

・FMながおか    ※毎週水曜 ８時０５分～  １７時５２分～ 

 

 

 

ラジオをお聞きの皆様に、経営に役立つ情報をわかりやすく、ワンポイントでお伝えしています。 
 

  ４月 ６日 「改正個人情報保護法の施行迫る！」 

 ４月１３日 「利子割廃止」 

 ４月２０日 「Ｐ’ｓＰ（パートナーズプロジェクト）のコーナー」 

 ４月２７日 「健康保険料の上限額が上がります！」 
   

 ※「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 

・FMゆきぐに  

出演：池田 理恵子 

出演：佐藤 雅朗 

出演：野水 敏勝 

出演：大谷 実 

ＦＭゆきぐに 

今月のひとこと  

 新年度が始まり、街行く人や満開の桜を見ていると何だかワクワクしてきますね。わたしも何か新しいことを始めてみようか

な？と思っていた矢先、知り合いの方のハンドメイド作品を見てスイッチが入りました。インテリア系のハンドメイドなのですが

お話しているうちにスイッチが連打☆ 作りたいものが色々浮かんできて妄想が止まりません。（小西） 

ホクギンMonthly 
㈱ホクギン経済研究所様より発行されている、ホクギ

ンマンスリー「くらしと経営の相談室」というコーナーに

星野徹弁護士によるＱ＆Ａ、「知って得する情報かわ

ら版」に藤井章雄税理士、野澤和也税理士によるポイ

ント解説の記事が掲載されています。 

３月号掲載は＜法律編＞「改正個人情報保護法に

ついて（第2回）」、＜税務編＞「平成２８年度 税制改

正案のポイント」です。是非ご一読ください。 

毎月一回(第３火曜日) 

長岡新聞にて、藤井英雄税理士の記事「虫の眼鳥

の眼」が好評連載中です。  

第３８回目の内容は、「本末転倒」。危険なことを避

けた先にはもっと大きな危険が待っている。いくつかの

方法を考え、ひと工夫してみると意外と問題解決のヒン

トが見つかるのかもしれません。次回は４月２６日(火)

掲載予定です。お楽しみに。 

長岡新聞 

ＮＥＷ！ 

ＮＥＷ！ ・エフエム魚沼   ※毎週水曜 ８時２０分～ 

   ・燕三条エフエム ※毎週水曜 ８時０５分～ 
    （ラヂオは～と）  

↓ ホームページにて掲載中 ↓＜ http://www.3d-m.jp/＞ ☞ 
  

 「法律・税務・社会保険の 

      問題を解説 Ｑ＆Ａ」 

  法律 ： ｢自筆証書遺言と公正証書遺言の違い」 

  社労 ： 「時間外労働の切り捨て」  

   税務 ： 「要介護認定と障害者控除について」   

 

 「新潟・長岡の豆知識！ 

        米百俵クイズ」 

  ４月 ８日分 ： 東京スカイツリーと同じ高さの 

                        長岡市の名山は？      

  ４月２２日分 ： 長岡市未来の起業家応援事業補助金の 

            最大額は？   

 

「勝組企業の情報収集！ 

   ワンポイント通信」 
 

 

  第３３５号 : 改正個人情報保護法の 

         施行迫る！！    

  第３３６号 ： 利子割廃止  

※長岡ケーブルテレビの11ｃｈにて放送 

「ｎａｇａｏｋａ発！企業のチカラ」 

放送日 金曜日 ８：３０～ １２：００～ １７：３０～ ２０：３０～  ２４：３０～    

 大型商業施設から一般住宅まで、建物をつくる建

設事業と、その建物に命をふき込む設備事業。そ

の両方を併せ持つ㈱日乃出江口 代表取締役社長 

佐藤正哉様にお話を伺います。 
 （写真右：代表取締役社長 佐藤 正哉様） 

    日曜日 ２３：３０～  

  ※毎週水曜 ８時１２分～ 
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