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■個人情報保護法改正セミナー開催

特

集

４月２０日と、５月２日に、個人情報保護法改正セミナーがパートナーズＰＬＡＺＡにて開催されました。
平成２９年５月３０日施行の「改正個人情報保護法」の改正内容について講師の高野毅弁護士が解説いたしました。
多くの方々にご参加いただきましてありがとうご
ざいました。当日は、今回の改正によって全ての事
業者が個人情報保護法の対象者になるということ
で、皆様真剣に高野弁護士のお話に耳を傾けておら
れました。
私がセミナーを聴講して思ったのは、今まで対象
とされていなかった事業者がいきなり改正点を全て
理解して規定やマニュアルを作成し運用していくの
は難しい。まずは、改めて社員の方に対して個人情
報の重要性を再認識していただくことが第一歩であ
り最も大切なことだと思いました。（福山）

５

■パートナーズプロジェクト税理士法人
新たに２名が税理士登録！

２０１７．５．１０

Ｎｏ．２６３

改正で新設された規定「個人識別符号」が気に
なりました。身体的特徴を符号化したものや、個
人に割り当てられた符号などのことで、顔認識
データや運転免許証番号などがこれに当たるそう
です。
パソコンやスマートフォンで検索すれば、あっ
という間に個人を特定できてしまう時代です。情
報の取り扱いにより一層の注意が必要と感じまし
た。 （小宮）

パートナーズプロジェクト税理士法人に勤務するスタッフから新たに２名が税理士登録をいたしました。
お二人の益々のご活躍をお祈りいたします！

今月のホワイエ（PLAZA内ロビー）
立派な鯉のぼりが優雅に泳いでいます♪

情

報

■隔月掲載 公庫からこんにちは！
■拝啓経営者殿
■今月のトピックス 「事業承継セミナー・相続セミナー開催のお知らせ」
「お宝探偵団」

■お知らせ

「ｓａｎｊｏ発！企業のチカラ」「ＦＭワンポイント通信」
「ホクギンＭｏｎｔｈｌｙ」「長岡新聞」「今月のひとこと」

本職について１２年、税
理士試験に合格することが
できました。これもひとえ
に皆様からの励まし、ご指
導のおかげであります。有
り難うございました。
今までの勉強は試験に受
かるための勉強でした。こ
れからは関与先様の発展へ
鈴木 大滋
寄与するため、皆様のお仕
事のサポートのため、更に
努めて参る所存であります。これからもよろしく御願
い致します。

２月２２日付で税理士登
録した桑田耕栄と申しま
す。
昨年までずっと民間企業
の中で社会人生活を送って
きましたので、そこで培っ
た経験を活かしながら、税
理士としての職務を通じて
少しでも地域社会の発展に
桑田 耕栄
貢献したいと思います。そ
して地域社会の一員とし
て、活き活きとして生活を楽しみたいと考えていま
す。どうぞよろしくお願い致します。
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お知らせ
こんにちは！日本政策金融
公庫長岡支店の渡貫です。今
年度も引き続きよろしくお願
いいたします。
日本政策金融公庫では、平
成２９年度予算成立に伴い、
「観 光 産 業 等 生 産 性 向 上 資
金」の創設、「事業承継・集
日本政策金融公庫
約・活性化支援資金」や「企
長岡支店 渡貫さん 業再建資金」の拡充など、新
年度から創設・拡充される融
資制度が決まりました。詳細につきましては、お気
軽にお問合せください。また、個別のご相談につき
ましては、毎月第１水曜日に開催している資金繰相
談会をご活用ください。

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。

※長岡ケーブルテレビの11chにて放送中

「ｓａｎｊｏ発！企業のチカラ」
放送日

県央つばさコンサルティング
代表

金曜日
日曜日

８時３０分〜
２０時３０分〜
２３時３０分〜

１２時００分〜
２４時３０分〜

１７時３０分〜

中小企業診断士 野水 敏勝
今回は石油暖房機器メーカーのリーディングカンパニー・株式会社

「【現場力】を高めて企業を成長・発展
させよう」

コロナの内田力会長さんと小林一芳社長さんにご出演いただきます。
暖房機器だけでなく、給湯機などの住宅設備機器やエアコンなど
の空調家電機器分野でも業界のトップ企業として躍進を続けるコロ

パートナーズプロジェクト

ナ、快適な住環境をトータルに提供する企業のチカラについてお話し
を伺いました。

社会保険労務士法人

（写真右：㈱コロナ 中央 内田力会長さん、
右 小林一芳社長さん)

・・ ＮＣＴチャンネルガイドより ・・

代表社員
特定社会保険労務士 髙野 洋子

「ＦＭワンポイント通信」

「働き方改革」
ホームページはこちら

☞

燕三条エフエム

＜http://www.3d‑m.jp/＞

放送日

今月のトピックス
下記のとおり、事業承継セミナーと相続セミナーを開催いたします！是非ともご参加ください。

●事業承継セミナー

●相続セミナー

・現経営者編
６月２１日（水） １５：３０〜１７：００
講師：税理士 藤井英雄

・法律編
７月１３日（木） １５：３０〜１７：４０
講師：弁護士 星野徹
簡裁訴訟代理認定司法書士 小林智子
・税金編
８月２３日（水） １５：３０〜１７：００
講師：税理士 野澤和也

５月１０日
５月１７日
５月２４日
５月３１日
６月 ７日

毎週水曜
毎週水曜
毎週水曜

８時０５分〜・１７時５２分〜
８時１２分〜
８時０５分〜

「下請法・運用基準」
「Ｐ ｓＰのコーナー」
「配偶者の控除
満額適用の上限引き上げ！」
「Ｐ ｓＰのコーナー」
「『経営力向上計画』認定で
支援が受けられます！」

●エフエム魚沼
●燕三条エフエム
●ＦＭとおかまち

毎週水曜
毎週水曜
毎週水曜

８時０２分〜
８時０２分〜
７時３０分〜

出演：江部 誠一
出演：長谷川 幹
出演：桑田 耕栄
出演：藤井
出演：稲田

英雄
千恵子

※「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。

（写真：ＦＭ放送収録風景

江部

誠一）

ホクギンMonthly

長 岡 新 聞

・後継者編
７月２７日（木） １６：００〜１７：３０
講師：コアコンサルティング
中小企業診断士 土田正憲

●ＦＭながおか
●ＦＭゆきぐに
●ＦＭピッカラ

㈱ホクギン経済研究所様より発行されている、ホ

本来、「宝」とは、第三者から見ても「価値のあるもの」であろう。
が、今回は「私の個人的な」宝を紹介したい。
司法試験受験時代に勉強した教科書である。昭和５６年３月発行の「民
事訴訟法（補正版）・三ヶ月章・著」（弘文堂）である。三ヶ月章先生
は、著名な学者で、東大教授退官後、弁護士登録をされ、法務大臣にも
なった。
写 真 の 通 り、受 験 時 代
第４１回 高野 毅
に、書 き 込 み し、過 去 問 を
貼 り 付 け、ガ ム テ ー プ で 補
強をした（受験時代が長かった為であるが）。
平成１０年から、新民事訴訟法が施行された。既に、この本
は、教科書としての役割を終えている。しかし、民事訴訟法の精
神（適正手続・紛争解決の一回性の要請）は、旧法・新法とも共
通である。この教科書で学んだ知識は、現時点でも有効に機能し
ている（と思いたい）。今でも仕事机の脇の本棚に置いてある。
「初心を忘るべからず」である。

クギンマンスリー「くらしと経営の相談室」というコー

我が家に
眠る宝物

ナーに星野徹弁護士・藤井英雄税理士によるＱ＆
Ａ形式の記事が掲載されています。
４月号掲載は、＜法律編＞「遺産分割協議書作
成後に見つかった遺言書」 ＜税務編＞「空き家に
まつわる税金」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５１回目の内容は、「退職金

今月のひとこと
先日、友人に赤ちゃんが生まれ、会いに行きました。最初は赤ちゃんもご機嫌
で、友人と私は話に夢中になっていました。そんな中、赤ちゃんが突然泣き出
し、、すると友人は奥の部屋からバランスボールを持ってきて、、、なんと、そ
れに座りながら赤ちゃんをあやしていました！！自分も楽だし、すぐに泣き止
む？寝てくれる？とのこと。いかに育児を楽しくするか考えている友人に「ママ
はすごいな」と感心してしまいました！（笠原）

と老後資金」。
医療の進歩で平均寿命が長くなっ
ている近年。老後の長い生活のため
に退職金をどう準備していくかが大切
ですね。
次 回 は ５ 月 １ ６ 日（火）、６ 月 ２ ０ 日
（火）に掲載予定です。お楽しみに。

