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ＧＷ期間中「アート・ミックス・ジャパン」、 

「ふるまち春フェスタ」等各種イベントを開催 
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熊本地震義援金募金の結果報告と御礼 
 

会報５月号等を通じて募りました義援金

は、５月末までに 210 会員の皆様方からご

協力いただき、総額 317 万円となりました。 

先日これを日本商工会議所へ送金し、今後

は熊本県の被災商工会議所に対して寄贈さ

れる予定となっております。ご協力を賜りま

した皆様方に心から感謝を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

【２０１６ふるまち春フェスタ】 

・期間 ４月９日（土）～５月 15日（日） 

・会場 古町通１～７番町、りゅーとぴあ ほか 

・内容 当所や新潟市、古町商店街等が中心街の

賑わい創出のため、各店独自の優待サー

ビスや期間限定メニュー、スタンプラリ

ーやまち歩きなどの各種イベントを持ち

寄り、「いつもまちなかで何かをやって

いる」といった形でイベントを展開しま

した。中でも、「餅つき＆振る舞い企画」

や「大塚いちお氏オリジナル買い物袋の

提供」は大変好評でした。 

 

 
春フェスタで好評を博した「餅つき」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ラ・フォル・ジュルネ新潟２０１６】 

・期間 ４月 28日（木）～４月 30日（土） 

・会場 りゅーとぴあ、燕喜館、旧齋藤家別邸、 

旧小沢家住宅 ほか 

・内容 新潟市の姉妹都市であるフランスのナン

ト市で誕生し、新潟市でも２０１０年か

ら一流のクラシック音楽を気軽にはしご

できるイベントとして定着してきており、

今回は「ナチュール 自然と音楽」とい

うテーマで、出演者総数約２千名が演奏

を繰り広げ、有料公演は昨年より３００

人増えて１万７千人が来場しました。 

 

【アート・ミックス・ジャパン】 

・期間 ５月７日（土）・８日（日） 

・会場 りゅーとぴあ、燕喜館 ほか 

・内容 歌舞伎や狂言、和太鼓などをはじめとし

た日本が誇る伝統芸術を気軽に楽しめる

形で２日間 25公演を上演しました。ま

た、新潟の食を絡めた関連イベントなど

も開催し、全体の来場者数は約１万９千

人（昨年比約４千人増）となりました。 

 

 

 
和太鼓集団「DRUM TAO」の入場シーン 

（アート・ミックス・ジャパン）
 

ＧＷ期間中、古町地区を中心に、当所主催の「アート・ミックス・ジャパン」や「ふるまち春フェ

スタ」、春の風物詩となった「ラ・フォル・ジュルネ新潟音楽祭」などの様々なイベントを開催しま

した。ご協賛・ご協力いただきました企業や商店街の皆様には厚く御礼申し上げます。主なイベント

内容及び入込客数等は次の通りです。 

http://www.niigata-cci.or.jp/
mailto:office@niigata-cci.or.jp
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★☆★ 今月のテーマ《 助成金申請の前に大切なこと 》☆★☆ 
 

 

 

 

 

 

 
 

・助成金の支給申請で提出する書類について 

キャリアアップ助成金・正社員転換コースを例にして、提出書類を見てみましょう。 

①正社員転換前および正社員転換後の就業規則 

②正社員転換前および正社員転換後の雇用契約書 

③賃金台帳（正社員転換前 6ヶ月前および正社員転換後 6ヶ月後） 

④出勤簿（正社員転換前 6ヶ月前および正社員転換後6ヶ月後）※他にも必要な提出書類が、多数あります。 

上記の提出書類から読み取れることは何でしょうか？ 

1.書類を作成しているか？ 

→労働基準法上、義務付けられている書類が作成されているかどうかを、見るためです。 

2.記載内容と実際が合っているか？ 

→例えば、雇用契約書に記載されている労働時間と実際の勤務時間を出勤簿で確認します。 

3.賃金は支払われているか？ 

→特に、時間外労働や休日出勤分の割増賃金は、重視される事項です。 

4.正社員転換への登用条件が記載されているか？ 

→正社員になるための要件や転換時期などの内容が就業規則に記載されているか？ 

また、提出書類にはありませんが、時間外労働や休日労働を命じる前提として、36 協定（時間外・休日労働

に関する協定届）が、労働基準監督署に提出されているかどうかを確認しましょう。 

・助成金申請の前に大切なこと 

助成金の支給申請の際には、どうしても助成金額に注目しがちです。ただ、その前に確認する点が、たくさん

あります。どういうことに取り組む必要があるか？紙面の関係上、２点に絞ってお伝え致します。 

1．従業員への賃金は最低賃金以上か？ 

→現在の新潟県の最低賃金は、時給 731円です。ただ、月給制で支払っている場合は、注意が必要です。 

 例えば、このような事例は、ありませんでしょうか？ 

（例）月給制で基本給 125,000円 、 一ヶ月の平均労働時間が 173時間の場合 

125,000÷173＝722.5円となり、最低賃金を割っています。 

昨年の最低賃金が 715 円だった時は最低賃金以上でしたが、現在では改定が必要です。もし、支払っている

賃金が、最低賃金を下回っている場合、助成金は不支給になってしまいます。 

2．雇用保険の内容はどうなっているか？ 

→雇用保険の資格取得届の手続きについて、気を付ける項目をお知らせ致します。 

 実際に、手続き用紙を見ながら、ご案内致します。 

 労務管理のお知らせコーナー『ワクワク通信６月号』 
ワーク社労士事務所 社会保険労務士 五十嵐 保 

平成 28年度の厚生労働省関係の助成金について、ワンコインセミナーの講師を務めました。 

ご参加頂いた皆様には、厚く御礼申し上げます。今回のセミナーでは、今年度の助成金の内容の他に、『助

成金申請の前に大切なこと』についてもお伝え致しました。ただ、ご参加できなかった数名の方から、直接、

当事務所に問い合わせがありました。そこで、今月号のテーマとして、取り上げることに致します。 
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（例）期間の定めのある労働者を採用した場合。（下記の図は、『雇用保険資格取得届』の用紙の抜粋です） 

 

〇「12.雇用形態」の項目は、『4.有期契約労働者』を記入してあるか？ 

→実際に『7.その他』を記入してある書類が多く見受けられるようです。 

〇「16.契約期間」は、『期間の定め』に『1有』を記入していますか？ 

→もし、『2 無』を記入していた場合、雇用契約書では『期間の定めのある労働者』となっていても、雇用保

険の登録上は、『期間の定めの無い労働者』となってしまいます。そのままでは、キャリアアップ助成金の正社

員転換コース（有期→正規）の支給申請をした場合、不支給になる可能性もゼロではありません。その他にも、

厚生労働省の助成金には、注意する点が本当に多いので、一つひとつ確認しながら進めることをお勧め致します。 

☆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☆ 
 

 
 

「中国にもあった社員第一主義企業『双童』」 
 

 大学院の留学生から、中国にも人、とりわけ社員

を大切にする企業があると聞き、先般、訪問調査を

してきた。企業の名前は「双童日用品有限公司」、

従業員数は約４００人である。場所は浙江省の省

都・杭州市から車で 1時間半ほど走った、世界最大

の軽工業市場である「義烏の福田市場」近くにある。 

 同社の創業は１９９４年、現会長の楼氏が奥さん

と２人でスタートしている。創業当初さまざまな事

業を行ったが、その中でも「ストロー」に着目し、

今や売り上げの大半はストローである。苦労と努力

が実り、ストローの年間生産量はなんと２００億本、

売上高は 38億円、中国どころか世界最大級の企業

にまで成長、発展している。 

 同社のストローは、価格競争に飲み込まれないよ

う、高付加価値のアイデア・ストローに特化してい

ることもあり、従業員一人当たりの売上高は９００

万円とかなり高い。ちなみに同社は、ストロー分野

で、世界の特許の 57％を保有しているという。 

 同社の成長、発展の要因は多々あるが、その最大

のきっかけは、楼会長が、この 10年、業績追求か

ら社員重視の経営に大きく舵（かじ）を切ったから

である。楼会長は創業から 10年、がむしゃらに業

績を追求し、業界ではトップ企業に躍り出たが、従

業員の離職率は年間 50％、会社内に年々増幅してい

くギスギス感に困惑する毎日であった。 

 こうした中、楼会長は日本に「人本経営」を実践

し、多大な成果を実現している中小企業があること

を人づてに知り、北海道から九州まで「人本経営」

実践企業を調べて歩いた。これら企業はいずれも５

Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）が行き届き

工場内は美しく、ギスギス感がなく従業員も生き生

きと、楽しそうに働いていることに驚嘆したばかり

か、いずれの企業もその業績は安定的に高いことを

知った。帰国し、この 10年、日本で学んだ「５Ｓ

経営」や「人本経営」を愚直一途に実践してきた結

果、従業員の離職率は限りなくゼロに近くなり、そ

の業績は右肩上がりになったという。 

 当日は、本社や工場内をくまなく見せていただい

たが、企業内は５Ｓが行き届き、ごみ一つなかった

ばかりか、企業内で出会う従業員が全員、明るい声

で私たちに会釈をしてくれた。より驚かされたのは、

本社の３階から７階のフロアが従業員の社宅であっ

た。しかもその３分の１の部屋は、３世代同居の家

族世帯であった。もっと驚いたのは本社の屋上階に

はなんと畑があり、そこには四季折々の野菜が植え

られていたのである。 

 

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。 

http://www.sr-niigata.jp/
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特 別 名 勝 を 巡 る 【東北編】 

毛越寺 （もうつうじ） 

入り口でびっくりせずに、庭園めぐりを 

  

 東北唯一の特別名勝は、『毛越寺』で

す。有名な中尊寺と同じ世界遺産でもあ

り、バスツアー客もたくさん来られます。 

 毛越寺には、焼失したお寺などが多くあり、中尊

寺参拝のような気持は持たないで。 

割り切って、庭園巡りをお楽しみください。 

 この近くの居酒屋銘店は、一関市『喜の川』です。

予約がまず取れない繁盛店です。 

攻略法は、お店には２０時半以降に訪問すること。 

 

【その１】 

夏が来る前に訪れたいところ！ 

東北には、『ワイルド系温泉』が沢山あります。

自然を満喫できる温泉ですが、難点もあります。 

① 冬期間閉鎖 ②自然すぎるお風呂 

③（混浴） ④夏はアブにご注意を。 

東北地方には『ワイルド系温泉』をいくつかをご

紹介します。 

 

【福島県】 河原の岩風呂 とくさ温泉 

・・・アブ注意。 

『木賊温泉』は、福島県南会津町にあり、公衆浴

場と岩風呂があります。 

新潟から車で３時間半かかります。 

車は、『木賊温泉公衆浴場』に停め、歩いて５分。

岩風呂までは、河原を降りるのに３分ほどかかりま

す。河原には女性用のちゃんとした更衣室がありま

す。ゆあみ着か水着に着替えます。“湯力”を感じ

られる温泉です。ロダン君は、掛け湯で楽しみます。 

 

【山形県】 めずらしい間欠泉温泉 

ひろがわら温泉  ・・・アブ注意。 

『広河原温泉 間欠泉 湯の華』は、山形県飯豊

町にあります。ここは、『秘湯を守る会』会員のお

宿ですが、日帰り入浴（混浴）もできます。 

間欠泉の吹き上がる高さは、その日によって違い、

長時間入浴してお楽しみください。カーナビに宿を

直接入力し進むと、“必ず迷子”となります。たど

り着くには、カーナビを『白川ダム記念館（とよさ

か荘）』と入力。その後は看板を頼りに砂利道を８

キロ進みます。携行品に、軍手と割りばしを。タイ

ヤに挟まった小石を取るのに使用。行き方は、関川

（十文字交差点）コースと、会津若松コースどちら

からも行けます。なお、昨年末開通した『会津縦貫

北道路（高規格道路）』（会津若松Ｉ．Ｃ～喜多方

間）距離は遠いですが、お勧めのコースです。 

 

【秋田県】真なるワイルド かわらげ湯滝 

・・・アブ注意。 

『河原毛地獄』は、日本三大霊場の一つ。夏限定

温泉というより、滝遊び。源泉９０度の温泉が、川

の水と混ざって、丁度良い温度の日のみ入浴できま

す。前日が雨の場合には、冷たくて入れません。 

行ってダメな時は、『泥湯温泉』へ向かいましょ

う。滝まで１５分の駐車場を目指し、カーナビは、

泥湯温泉と入力し、手前看板で曲がる。（泥湯温泉

方面から河原毛地獄を降りて歩くと、帰りは登り地

獄を体験することに？）滝までは河原を歩いくこと

になるため、ビーチサンダルと水着をご持参くださ

い。湯滝は、２つあり。落差８メートルの湯滝は、

水量が多いときは打たれません。湯壺のある滝まで、

５メートル登り、こちらをお勧めします。 

 

【秋田県】ビニールハウスの温泉 八九郎温泉 

・・・入口カーテン注意。 

ここの温泉は、炭酸泉であり、鉄分を感じられる

ロダン君好みの温泉です。小坂Ｉ．Ｃ を流出し、

あすなろ荘を目指します。カーナビは、この近辺を

案内しますが、目指す温泉は見つかりません。 

あすなろ荘を過ぎ、数百メートル進むと、Ｙ字路

があり、道なりに左へと進みます。（右に進むと、

杉並木があり、入浴禁止の奥八九郎温泉へ向かいま

す。）橋を渡り、左手に田んぼがあり、田んぼの先

に１棟の『ビニールハウス』が見えます。車は、横

付けできません。ハウスまで１５０メートルくらい

歩きます。地元の人の温泉施設のようですが、フリ

ー入浴客は『気持ち入れ』にお金を入れれば入浴で

きます。着替えもお風呂も男女別です。ビニールハ

ウスです。着替え場所のカーテンを閉めないと丸見

えになりますよ。 

 

【宿】 

青森県の居酒屋での流儀とは 

 八九郎温泉を楽しむと、宿泊は青森市内か弘前市

内かで迷います。青森市内ホテルは、東横インか、

セレクトイン。弘前市内は東横インか、ドーミーイ

ン。居酒屋は、青森市内は、『はた善』、『いなげ

家』。弘前市内は、『しまや』、『土紋』。居酒屋

タブーを伝授、『ねぶた』と『ねぷた』は、違いま

す。事前に学習を。なお、青森市民は、『坂上田村

麻呂』をリスペクトしており、『ねぶた』の最高賞

は『坂上田村麻呂賞』なんですか？などと聞けば、

直ぐに店主か隣のお客と楽しく会話。また、弘前で

は、『ねぷた』祭りと、桜の話は必須単語ですね。 

 

 
 

 
 
 

 

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 
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平成 28年５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、横ばい圏内の動き。熊本地震の影響もあり、慎重な見方が拡がる 
 

日本商工会議所が３１日に発表した５月の商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）調査結果によると、５月の全産業

合計の業況ＤＩは、▲２２．８と、前月から▲１．８ポイントの悪化。熊本地震の影響が大きく、ゴールデンウィー

クの観光需要の落ち込みをはじめ、小売業やサービス業、製造業など広く業況の押し下げ要因となった。金融市場の

不安定な動きに対する懸念は和らぎつつあるものの、受注機会の損失や人件費上昇など人手不足の影響拡大、消費低

迷の長期化、新興国経済の減速などから、中小企業のマインドは依然として鈍く、横ばい圏内の動きが続いている。 

先行きについては、先行き見通しＤＩが▲２３．８（今月比▲１．０ポイント）と悪化を見込むものの、「好転」

から「不変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。公共工事の早期執行や設備投資の持ち直し、夏の賞与に伴

う個人消費の伸びへの期待感が伺える。一方で、熊本地震の影響や円高進行によるインバウンド需要の鈍化など消費

の一段の悪化、慢性的な人手不足や価格転嫁の遅れなどへの懸念が企業のマインドを鈍らせており、中小企業におい

ては、先行きへの慎重な姿勢を崩していない。 

項目別では、全産業合計の売上ＤＩは▲１７．６と、前月から悪化。産業別にみると、製造業でほぼ横ばい、その

他の４業種で悪化した。 

詳細は、日商ホームページ（http://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html）を参照。 
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お取引先、関連会社などでまだご入会いただ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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