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２４０団体 １万５千人を集め ２０１５にいがた総おどりを開催！
２００２年に参加団体 52 チームでスタートした当祭も、お陰様で年々規模を拡大し、今回で 14 年目を迎えました。
３日間通して晴天に恵まれ、観客動員数 18 万６千人と、各会場とも多くの皆様から足を運んでいただきました。
今年で 14 回目の開催となる「２０１５にいがた総おど
り」が、９月 19 日（プレ開催）・20 日・21 日の３日間
に亘り開催され、よさこい調の他、ジャズやチアダンス、
ヒップホップなど多彩なジャンルの踊りが披露されました。
19 日は、プレ開催として「新潟下駄総踊り行列」に韓
国、中国の舞踊団が加わり、古町の街中を踊り歩きました。
本祭である 20 日には、新潟県内はもとより、全国 16
都道府県から集結した１５０団体の情熱的なチーム演舞が、
９つの会場で踊りを繰り広げたほか、パパイヤ鈴木氏をゲ
ストに、同氏が振付、制作を行った「総踊り体操」が披露
されました。また、万代シテイと古町７番町会場で審査が
行われ、踊りの優秀なチームが表彰されました。
実行委員会会長賞には「東海大学 響（東京都）」が、
新潟市長賞には「早稲田大学踊り侍（東京都）」が、新潟
県知事賞には「早通中学校（新潟市）」が選ばれ、福田会
長（当所会頭）、篠田市長、寺田副知事から、それぞれ賞
が授与されました。さらに授賞式には、ＮＧＴ48 キャプ
テンの北原里英氏をはじめ３名のメンバーがサプライズゲ
ストとして登場し、会場を大いに盛り上げました。
最終日である 21 日は、75 団体によるチーム演舞に加
え、観客やスタッフも一体となって踊る「新潟総踊り」で
フィナーレを飾り、３日間の祭を締めくくりました。

３日間通して踊られた「下駄総踊り」は、地域資源とし
て定着してきており、年齢・性別を超えた世代間コミュニ
ケーションが生まれています。
また、学校教育においても、主体性や協調性を育む観点
から総踊りを取り入れる学校が増えてきており、参加チー
ム数が、昨年の２０１団体から 39 団体増えたことも、こ
うした取組みが影響しているものと思われます。
ご協賛・ご協力いただきました企業や商店街、関係者の
皆様方には厚く御礼申し上げます。今後とも変わらぬご支
援を宜しくお願い致します。

会長賞受賞団体（東海大学

響）による演舞

３商工会議所（新潟・新津・亀田）合同で新潟市の政策に対する要望書を提出
９月 29 日、当所と新津、亀田の３商工会議所は合同で、篠田昭・新潟市長ならびに高橋三義・新潟市議会議長に対し、「平
成二十八年度新潟市の政策に対する要望書」を提出しました。今回は、「中小企業・小規模事業者の経営力向上と持続的発展に
向けた支援策の充実・強化」と「まちづくりの推進」、「政令指定都市・新潟の拠点性の向上に向けた積極的対応」を要望の３
本柱として項目に掲げています。（重点要望は以下の通り）
１．中小企業・小規模事業者の経営力向上と 持続的発展
に向けた支援策の充実・強化
中小企業・小規模事業者は新たな産業を生み出し、雇用
を確保・拡大し、市民所得の向上をもたらすなど、地域経
済の活性化に極めて重要な役割を担っていることから、経
営力向上と新たな挑戦への支援に向け、以下の点について
対応されるよう要望いたします。
①創業に対する支援
②地域中小企業への支援策の強化と市独自の中小企業対策
予算の拡充
③中小企業の資金調達の円滑化に向けた金融支援
④経営革新や新分野進出に取り組む中小企業に対する支援
⑤地元出身者の地元就労を増加させるための施策展開
⑥地域特性調査の実施
⑦地域経済分析システム（RESAS：リーサス）を活用し
た分析および結果の公表
２．まちづくりの推進（主に中心市街地活性化関係）
新潟市の“顔”となる中心市街地におけるまちづくりの
推進に向け、以下の点について対応されるよう要望いたし
ます。
①古町通７番町地区市街地再開発への行政機能の移転とラ
フォーレ原宿・新潟店撤退後の NEXT21 フロアーとの

一体的な再開発計画の推進
②中心市街地の居住人口および就労人口増加に向けた支援
③中心市街地グランドデザインの策定推進
④都心機能を高める新交通システム整備計画早期実現
⑤古町花街を活かした観光文化拠点施設等の整備に関する
推進
⑥花街文化/伝統芸能技能承継と広報活動に対する支援拡
充
⑦「鉄道の街にいつ」復活を目指した諸活動への支援
３．政令指定都市・新潟の拠点性向上に向けた積極的対応
新潟市のさらなる拠点性向上に向け、以下の点について
対応されるよう要望いたします。
①新潟港の活性化
②新潟空港の活性化
③新潟駅の整備促進および新幹線車両の改善
④新潟駅―新潟空港間のアクセス強化
⑤交流人口の増加等に向けた観光振興・シティプロモーシ
ョン事業の推進
⑥インバウンド（訪日外国人）誘致・対応策の強化
⑦産学官連携の推進
⑧国家戦略特区（農業・雇用分野）事業の推進
⑨災害に強い安心・安全な都市づくりの推進
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労務管理のお知らせコーナー『ワクワク通信 10 月号』
ワーク社労士事務所

★☆★ 今月のテーマ《

社会保険労務士

マイナンバーについて

五十嵐 保

》☆★☆

マイナンバーは、一人ひとりが持つ 12 桁の番号です。その番号を記載した通知カードの送付が、今月より
開始されました。政府広報によると、10 月 20 日頃から簡易書留での発送が始まっているようです。
もう通知カードを受け取った方もいるかもしれませんね。遅くとも、11 月末までには発送完了予定とのこ
とです。いよいよ来年 1 月からは、マイナンバー制度がスタート致します。
今月からは、内閣府のマイナンバーコールセンター（0570-20-0178）も、平日夜 10 時まで開設されて
いるようです。
（土日祝は夕方 5：30 まで）

・マイナンバーとは？
マイナンバー制度とは、『社会保障・税番号制度』のことで、平成 28 年 1 月より、日本に在住している人を
対象に利用が開始される制度です。この制度の根拠となる法律は、『行政手続きにおける特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律』ですが、『マイナンバー法』という名称が公募により決定しました。
現在は、行政機関ごとにさまざまな番号（基礎年金番号や雇用保険被保険者番号、住民票コード等）が使用さ
れていますが、マイナンバーを新たに付与し、この 1 つの番号を横断的に利用していくことになります。基本的
に、『社会保障分野』『税分野』『災害対策分野』での利用が予定されていますが、将来的には様々な分野での
活用が検討されています。具体的なスケジュールは、雇用保険関係および税務関係は平成 28 年 1 月から、健康
保険・厚生年金の手続き関係は平成 29 年 1 月から開始となっています。

・企業に求められるマイナンバー対策について
マイナンバーの導入に際し、事業者のみなさまは、社会保障や税の手続きのため、従業員の方々や報酬の支払
い先等からマイナンバーを取得し、適切に管理・保管する必要があります。まだまだ未対応の企業が多い、と思
われる従業員数の少ない事業者では、以下のチェックリストを参考にしてください。

マイナンバー導入チェックリスト（内閣府作成のパンフレットを参考に作成しております。）
＜担当者の明確化と番号の取得＞
■マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう（給料や社会保険料を扱っている人など）。
■マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的（「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」
「雇用保険届出」）を伝えましょう。
※従業員の分だけでなく、扶養家族の分もマイナンバーを取得する必要があります。
■マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。
①顔写真の付いている「個人番号カード」か、②10 月から
届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」
などで確認を行いましょう。
※アルバイトやパートの方も、マイナンバーの
番号確認や身元確認が必要となります。
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＜マイナンバーの管理・保管＞
■マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。
■従業員の退職や契約の終了に伴い、書類の保存期間の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく
裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。もし、データがパソコンに入っている場合
は、マイナンバーの削除を必ず実施することにしましょう。
■パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなど、セキュ
リティ対策を行いましょう。
＜基本方針の策定＞
■マイナンバーの適正な取り扱いの確保について、組織として取り組むために基本方針を策定しましょう。
＜従業員の皆さんへの確認事項＞
■今月から来月にかけて手元に届く通知カードの厳重保管について、また、マイナンバーの使用する場合など
を従業員全員に周知しましょう。
☆★ 詳しい内容については、労務管理の専門家にお聞き下さい！
新潟県社会保険労務士会ホームページ http://www.sr-niigata.jp ★☆
坂本 光司／さかもと・こうじ
１９４７年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化芸術大学教授などを
経て、２００８年４月より法政大学大学院政策創造研究科（地域づくり
大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス長および同イノベーション・
マネジメント研究科兼担教授。ほかに、国や県、市町、商工会議所など
の審議会・委員会の委員を多数兼務している。専門は中小企業経営論・
地域経済論・産業論。著書に『日本でいちばん大切にしたい会社』（あ
さ出版）、『この会社はなぜ快進撃が続くのか』（かんき出版）など。

「人に優しい経営で、日本一のはんこ屋になった大谷」
新潟市の郊外にある亀田工業団地の一角に「大谷」
という社名の企業がある。主事業は印章の製造販売で、
この分野では全国のリーディング企業である。業績も
すこぶる好調で売上高は 27 億円、経常利益は約４億
円、その売上高対経常利益率は何と 16％だ。依然とし
て、わが国企業の約 70％は赤字基調という中で、驚く
べき高業績である。
同社の創業は昭和 26（１９５１）年、現会長である
大谷勝彦さんの母親が、貧しい暮らしの中、「少しで
も生活の足しになれば」と内職的にスタートしている。
母のあまりの苦労を見て育った現会長は、一日も早く
母を楽にさせてあげたいという一心で、進学を断念。
中学校を卒業するやいなや、岩手県の印章メーカーに
修業に出ている。
厳しい修業の後、故郷に戻り、41 年に現在の大谷を
設立。従業員は母親と自分だけで、お店は非常に小さ
く、わずか３坪でのスタートだったものの、その当時
から夢だけは大きかった。同業者の会合ではいつも「日
本一のはんこ屋になる」と夢を語り、業界仲間からは
大ぼら吹きと言われたこともあったという。しかし、
努力と苦労が実り、今や日本屈指のはんこ屋にまで成
長発展している。加えて言えば、同社は障がい者雇用
の面でも、非常に有名な企業で、すでに 40 年以上に
わたり法定雇用率をはるか上回っている。
同社の成長発展の要因は多々あるが、ここでは２点
に絞り述べることにする。
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第１点は、同社の掲げた目標が良かったからといえ
る。同社の掲げた目標は 3 つある。
具体的に言うと、「お客さまに喜びと満足と感動を
与える職場づくり」「働きがいのある職場づくりと社
員の幸福を目指す」「社会福祉に貢献する集団をつく
る」だ。規模や業績ではなく、こうした目標を高らか
に掲げ、それを実現するための高付加価値経営を、全
社員と協働し、愚直一途に実践してきたことが成功の
要因といえる。
第２点は、大谷会長の「リーダーシップ経営」であ
る。大企業・中小企業を問わず、自身のリーダーシッ
プを「権威」や「権限」で発揮しようと考える経営者
が少なからず存在する。だが、これは間違いである。
そればかりか、そのような間違ったリーダーシップ経
営を続けていたら、逆に社員の反発心や不信感を増幅
させてしまう。社員のモチベーションは低下し、その
結果として業績も低下してしまうことは目に見えてい
る。
大谷会長は、「自分が社員ならば……」「自分が社
員の家族であるならば……」を、常に肝に銘じ、経営
の軸を「業績」ではなく、「幸せ」に置き、経営を実
践してきた。その例を示すと、「全社員へのガラス張
り経営」「最も快適な空間に快適な社員食堂を設置」
「最も大切な社員の入り口は通用門からではなく玄関
から」。さらには「窓もない事務所の片隅にある小さ
な社長の席」などだ。大谷会長が、経営者の最大の使
命と責任は「社員のモチベーションを高めること」と
考えていることの証左であろう。

万代くんとつばさくんの
“ロダン・タイムズ”
税理士：八百板

誠

（くつし
新連載 ダブル情報シリーズ
当事務所のマイナンバーアレコレ
こんな検索 書庫 スペアキーなし

【その２】

皆さん、マイナンバー対策をはじめてい
ますか？

検索ワード

書庫

① ニトリ札幌本社を見学。こちらでは、コールセンタ
ーや全店舗向け仕様書などのマンパワー部署があ
りました。（人件費上、東京本社ではしない）

スペアキーなし

お近くに知り合いの合鍵屋さんがいればよいですが、
ネットでも合鍵業者は直ぐに見つかります。また、注
文方法も簡単ですよ。当事務所は、書庫１つに合鍵の
なく、関西の業者に検索し、合鍵をゲットしました。
① ネット検索ワード
書庫 スペアキーなし
② 申し込み項目
書庫 メーカー 鍵番号
料金は２本セット２千円前後。
【その２】

北海道編

去る９月１６・１７日 新潟商工会議所の視察旅行
があり、札幌・余市・小樽に行きました。

マイナンバー対策の手始めは、新たな保管スペース
確保からです。
書庫などの鍵が見つからない。
まずはこんな方の解決法をアドバイスします。
【その１】

会議所視察

② 札幌ビール博物館では、ビール作りに新潟県人が関
わっていることを知りました。
（創業時の技士 中川清兵衛 与板町出身）
③ マッサンの余市工場を四半世紀ぶりに見学しまし
た。以前は見学の最後はシングルモルト試飲ができ
ました。マッサン放映人気を見越し、２００席くら
いの試飲会場が新設され、３種類の試飲が可能でし
た。ただお目当てのシングルモルト原酒は販売のみ。
お土産用の限定品を 6 本ゲット。

マイナンバーのちょっとした知識
【その３】

Ｑ１．マイナンバーは個人はどうして１２桁なの？
Ａ１．マイナンバーは、住民基本コード１１桁を変
換してできており、１２桁目には、チェック
デジットが入っています。
※チェックデジットとは、１１桁をある算式
（総務省令）により１２桁目の数字決まりま
す。（答えは１つしかない算式に興味津々！）
仮に、マイナンバーを、数字の写し間違え、
入力ミスがあったとすると、１２桁目は違う
答えとなり、同一人とみなされません。この
チェックデジットの番号は、金融機関などで
も活用されています。なお、チェックデジッ
ットを研究したい人は、ヤフー知恵袋を見る
と書いてありますが、計算式が複雑すぎて、
目が点になります。
Ｑ２．法人にはマイナンバーあるの？
Ａ２．マイナンバーとは個人番号のことで、法人は
「法人番号」といいます。桁数は、１３桁で
チェックデジットが先頭。後は法人登記の際
の番号が付いているようです。（よって法人
番号は、秘密ではない）

もったいないので レンタカーにて
ロマンでなく、北海道ルマン旅

一泊二日の視察を帰らずに、レンタカーを借りても
う３泊しました。ここからは、この旅の始末記です。
初日は旭川に泊まり、居酒屋「独酌三四郎」へ。
刺身セットが一番お勧めです。
翌日は、紅葉を見に大雪山層峡ロープウェイを登り
ましたが、急遽登山に変更。
往路１．５時間。黒岳山頂からの紅葉パノラマを堪
能しました。
その後網走へ移動し、宿泊。
（北海道は広いので、この移動は普通しません。）
居酒屋は「ふか井」。鉄板３メニューがあり、特に
トマトフライに感動しました。
最終日は、どうしても行きたい温泉、長万部の二股
らぢうむ温泉へ強行。
（移動時間 片道２時間半） 入浴時間１時間。
走行距離１５００キロ超。
いつもの温泉＆居酒屋巡りの旅でした。
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平成 2７年９月

早期景気観測（日本商工会議所）調査結果のポイント

業況ＤＩは、一進一退。先行きも慎重な見方続き、横ばい圏内の動き
日本商工会議所が３０日に発表した９月の商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査結果によると、９月の全産業
合計の業況ＤＩは、▲１７．３と、前月から▲２．４ポイントの悪化。ただし、「好転」から「不変」への変化も押
し下げ要因となったことに留意が必要。好調な観光関連の牽引が続く中、住宅投資に加え、公共工事にも持ち直しの
動きがみられる。他方、価格転嫁の遅れや人手不足、人件費の上昇が足かせとなる状況に変わりはなく、台風や大雨
など天候不順の影響もあって、中小企業の景況感は地域・業種などによってばらつき、一進一退の動きが続く。
先行きについては、先行き見通しＤＩが▲１６．５（今月比＋０．８ポイント）と横ばい圏内の動き。観光需要
の拡大や住宅・設備投資の回復、公共工事の持ち直しなどへの期待が伺える一方、家計負担の増大が消費者マインド
を下押しする中、消費低迷の長期化を懸念する声も聞かれる。加えて、コスト増加分の価格転嫁や人手不足などへの
対応が遅れる企業では、先行きに対して慎重な見方が続く。
詳細は、日商ホームページ（http://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html）を参照。

http://www.niigata-cci.net/nyukai/
お取引先、関連会社などでご入会頂いていない事業所がございましたら、是非、ご紹介くださるようお願い申し
あげます。
※特定商工業者の皆様には法律に基づいて、台帳整備のための費用 2,000 円（年間）をいただいておりますが、
これは正会員としての年会費ではありません。会議所会員となると、正会員としての会費はいただきますが、上
記 2,000 円は不要となり、会員としての各種サービスを受けることができます。是非ともご入会いただきます
ようお願い申しあげます。
新入会員をご紹介をいただいた会員の皆様には、ご紹介いただいた事業所が加入した場合、年度を通算して
① 紹介件数１件から４件までは、1 件につき 1,000 円、
紹介件数４件を超える分は、1 件につき 2,000 円の新潟市共通商品券を進呈いたします！
② 紹介件数上位 5 社（複数会員紹介事業所に限る）に会頭感謝状を贈呈します。
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