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（セミナーの内容） 

「相続でのトラブル事例」 

          弁護士     星野  徹 

「遺言書の作成効果」 

       司法書士    小林 智子 

「相続対策」   

       税理士     藤井 章雄 

「遺族年金等」 

       社会保険労務士 髙野 洋子 

 

 

ご家族の為に・・・生前、自分ができることは何

か？パートナーズＰＬＡＺＡ内の専門家と一緒に考

えてみましょう。 

日 付：７月２６日（火） 

時 間：１５：３０～１７：００ 

会 場：パートナーズＰＬＡＺＡ内、夢空間 

参加費：無料 

定 員：１５名 

 

セミナー終了後、個別相談会（１７：００～１８：００）を

開催致します。相談会は予約制とさせていただきます。詳細

は、６月下旬頃にパートナーズプロジェクトのホームページ

にて掲載する予定です。お申込みをお待ちしております。 
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IT化はだいぶ以前から徐々に中小企業にも浸透し

てきています。 
近年は技術進歩により、ITシステムが、多くの

データを元に人間が実施していた判断までも代わり

に行うような事例が実用化されています。大手小売

業では一部の商品分類で、ITシステムが発注量を決

めるような自動発注が導入されています。 
これにより企業としてはどんな功罪があるので

しょうか？自動発注を例に考えてみます。 
こういったシステムを導入する目的は、低スキル

の人でも大きな発注ミスをしない、高スキルの人を

もっと上位の判断を委ねることを期待している事が

多いです。 
しかし最も危険だと考えることは、発注量を決め

る事がブラックボックス化してしまうことです。仮

にITシステムが間違った答えを出しても従うしか無

く、人間の判断力が劣化してしまうリスクがありま

す。もう一点は、判断するノウハウが社内からITベ

ンダに移ってしまうリスクです。 
いくらITシステムを導入したとしても、中核とな

る判断力やノウハウを社内に蓄積する仕組みを残す

ことが企業の強みを逃さない重要な観点であると思

います。 

弁護士   

   星野 徹 

御社には，新入社員の採用はございましたか。

人手不足が進む中で，せっかく採用した新入社員

が、元気がなく、会社を休みがちなことはござい

ませんか。学生に５月病という言葉があるよう

に、６月病ということが新入社員について言われ

るそうです。 
正式には，適応障害と呼ばれる心の障害です。

皇太子妃が一時期この病名の疾患にあると報道さ

れましたが、これは真面目な方、自分に厳しい方

ほど罹りやすいようです。慣れない環境の中、自

分が描く理想の社会人と現実の自分とのギャップ

に悩み、布団の中で眠れない、仕事のストレスが

重なる、そして一歩も動けなくなる、そんな精神

状態です。 
これを上手く救えるのは、上司の一言です。

「よくやってくれているね。」と笑って、肩をポ

ンと叩く。いわゆる「ニコポン」ですが、肯定感

を与えてくださることで、助かる新入社員は少な

くないはずです。 
くれぐれも，悩んでいる社員の追い討ちになる

ような言葉をかけて、労働審判の申立を受け、弁

護士に相談をしなければならない状況になりませ

んようご注意ください。 

「新入社員の６月病 」 「ITシステムへ丸投げは危険？！」 

   

   山崎 勝雄 

 中小企業診断士 

 

  

第３１回 藤澤 米子 

 
我が家に 

   眠る宝物  私のお宝は、ブルーレイレコーダーです。大好

きな韓ドラやアニメや歌番組などを録画しまくっ

ています。安い機種の為、高度なわざは使えませ

んが、大事なお宝です。あまりに使いすぎて、リ

モコンがいうことをきいてくれなくなってしまい

ましたが、これからもどんどん録画し、ダビング

をして、老後の楽しみをとっていきたいと思いま

す。欲をいえばもうすこし容量があり、機能が充

実している高性能機種が欲しい・・宝くじあたら

ないかなー。 

http://www.3d-m.jp/
mailto:meguro_haruki@3d-m3.jp
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 今月のホワイエ＆プランター 

 突然ですが、皆さんは相続が発生した場合に行う行政上の手続

きを御存じでしょうか？また、葬儀や法要の流れを把握しており

ますでしょうか？ 

 平成２８年４月２３日発行の、ホームこまちムック「新潟版 

そのときに慌てない葬儀と相続」（市販価格１，０００円+税）にて

パートナーズPLAZA内の専門家のアドバイスを掲載させていただき

ました。 
（星野徹弁護士・髙野洋子社会保険労務士・藤井章雄税理士・小林智子司法書士） 

 この１冊で相続発生時の手続きがわかります。ぜひ一度、ご購

読下さい。 

ピッチピッチチャプチャプ

ランランラン～♪ 

ホワイエ（弊社ロビー）に

はカラフルな傘や花が飾

られ、じめ～っとした梅雨

の時期でも、るんるん気

分で過ごせます♪ぜひ見

に来てくださいね！ 

 ５月、パートナーズプロジェクト税理士法人に新人さんが入社し

ましたので、ご紹介致します！！ 

１．仕事の担当は？ 

２．出身地とご自宅は？ 

３．好きな食べ物は？ 

４．好きなタレント・好きなタイプは？ 

５．嫌いな食べ物は？ 

６．趣味・マイブームはズバリ！ 

７．今までに一番感動したことは？ 

８．今までで一番恥ずかしかったこと 

  は？ 

９．自分を動物に例えると？（理由） 

１０．何か一言、二言、三言・・・♪ 

１．社員の皆様の補助 

２．出身地は新潟市、長岡在住 

３．食感の良いもの。 

４．高田純次、優しくて気配りができる人 

５．マヨネーズが苦手です。 

６．食べること、歩くこと、旅行。長岡市内を散歩 

  すること。 

７．自分のことを応援してくれる方がいたこと。 

８．お酒を飲んだ翌日、記憶が飛んでいたこと。 

９．鶴。何となく容姿が似ているように思えて・・・ 

１０．これまでの経験を活かして、何事も諦めずに 

   取り組みます！ 

なまえ：桑田 耕栄
く わ た  こ う え い

 

会  社：税理士法人 

所有資格：社会保険労務士   

税理士試験合格 

４ ど～ら 平成２８年６月１０日号 



 

 

 ど～ら 平成２８年６月１０日号 ５ 

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

お知らせ① 

「勝組企業の情報収集！ ワンポイント通信」 

第３３９号  

  デザインでスムーズなコミュ 

  ニケーションを実現！ 

 

第３４０号 

  １２，０００円以上で新医療費 

  控除が使えます   

「法律・税務・社会保険の問題を解説 Ｑ＆Ａ」 

法律 ： ｢裁判員の辞退」 

社労 ： 「雇用保険の受給期間延長について」  

税務 ： 「企業版“ふるさと納税”の創設」 

６月 ８日分 ： ヨネックス レディースゴルフトーナメントの協賛社数     

６月２２日分 ： 魚の種類は何種類？ 

「新潟・長岡の豆知識！米百俵クイズ」 

去る５月２２日に「国営越後丘陵公園リレーマ

ラソン」に参加しました。 
３２３チーム中、我らパートナーズチームは、

３０４位で３時間４３分。優勝が２時間７分、

ちなみに世界記録が２時間２分です。１人２キ

ロのチームリレーより早い世界記録！もしかし

て私の自転車より早いかも・・・（阿部） 

平成２８年５月２２日（日）、国営越後丘陵公園にて

越後公園管理センター様、ＮＳＴ様主催のリレーマラ

ソン大会が開催され、パートナーズプロジェクトチー

ムは「職場仲間部門」へ参加をしました。 

大会前の「時間内（４時間）に完走できない

のでは」という下馬評を覆し、時間内に完走

することが出来ました。次回参加する時に記

録を縮められるよう日頃練習しておきたいと

思います。（藤澤崚） 

大会前にランニングの練習をしましたが、２

～３キロ走るだけで疲れてしまい、運動不足

を痛感しました。これを機にウォーキングな

ど、運動の習慣をつけたいと思います。 

（小宮） 
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今回は「お福酒造」のチカラについて、岸 伸彦専務

さんにお話しを伺いました。蔵が倒壊した中越地震か

らの復興、熊本地震で被災した酒蔵への思いなどを

お聞きしました。  （写真右：お福酒造㈱ 岸 伸彦専務さん） 

お知らせ② 

※長岡ケーブルテレビの11chにて放送中 

「ｎａｇａｏｋａ発！企業のチカラ」 

    日曜日  ２３時３０分～  

放送日 金曜日   ８時３０分～ １２時００分～ １７時３０分～ 

         ２０時３０分～ ２４時３０分～    

（写真：ＦＭ放送収録風景 大野豊司法書士 ） 

出演：大野 豊 

出演：藤井 章雄 

出演：髙野 裕 

出演：藤田 陽子 

 

  ６月１５日 「成年後見制度利用促進法が成立」 

 ６月２２日 「税務Ｑ＆Ａ」 

 ６月２９日 「髙野裕社長のヒロキ心で見渡せばの時間」 

 ７月 ６日 「三世代同居の為の改修工事をすると税額控除が 

        受けられます」 
   

 ※「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 
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２０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０５分～ 
                           （ラヂオは～と） 

「ＦＭワンポイント通信」 

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・野澤和也税理士によ

るＱ＆Ａ形式の記事が掲載されています。 

５月号掲載は＜法律編＞「社内不倫の社員を

解雇してもいいですか？」、＜税務編＞「３月決

算法人の留意点」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

のコラム「虫の眼鳥の眼」が好評連

載中です。  

第４０回目の内容は、「業界甲子

園」。甲子園と聞いて野球を思い浮

かべた方が多いと思います。しか

し、近年は多種多様な甲子園が存

在することを御存じですか？次回以

降は６月２１日（火）、７月１９日（火）

に掲載予定です。お楽しみに。 

長 

岡 

新 

聞 

今月のひとこと  
 紫陽花の花言葉は「移り気」だそうです。可

愛いのになかなかな小悪魔だな・・・と思いま

したが、花言葉は同じ花でも沢山あるもので、

「一家団欒」という意味もあるそうです。沢山

の小さな花びらが寄り集まっていることからつ

けられたそうです。（中野） 

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

