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＜岡崎氏講演要旨＞ 

 〝花街（かがい）”とは、芸妓を呼べる店が集

積する都市の一画の正式な呼称である。戦後まで

は全国各都市に存在し、本来の日本の文化として

料亭が多く存在していた。しかし、花街の文化は

徐々に廃れて、現在では全国で 50 カ所程度にま

で減少した。新潟の古町は本来の日本文化を残す

街のひとつであり、新潟がみなとまちとして栄え

たことで、花街は今なお貴重な観光資源として残

っている。 

 全国でも有数の規模を誇る古町花街は、空襲の

被害もなく、江戸時代の伝統的な料亭街が現存し

ている。中でも行形亭、鍋茶屋は全国的にも知名

度が高い。また、株式会社の社員として芸妓を雇

用することで、若手芸妓の継続的な輩出を可能と

している点も先進的で特徴がある。 
 

 講演後に行われた懇親会の冒頭で、福田会頭は

「皆様と交流を図りながら、新潟の良さを知って

いただき、本社に戻ったら『新潟は良いところで

ある』と伝えていただくなど、新潟の応援団にな

って欲しい」と挨拶しました。 

 参加者は、古町芸妓連の華やかな舞いを鑑賞す

るなど、和やかな雰囲気の中で相互の交流を深め、

各地の情報交換や新潟の良さなどについて語り合

いました。（写真：挨拶する福田会頭） 

 

 

祝１５周年!! 

２０１６新潟総おどりを開催！ 
今年で 15 周年となる「２０１６にいがた総お

どり」が９月 17 日(プレ開催)・18 日・19 日の

３日間に亘り開催され、観客数約 16 万人を動員。

熱気ある演舞が繰り広げられ、会場は大いに盛り 
 

 
会長賞受賞団体 

「新潟総踊り連あじかた心」による演舞 

上がりました。 

 メインの 18 日には、万代シテイと古町７番町

会場で踊りの審査が行われ、優秀チームが表彰さ

れました。実行委員会会長賞には「新潟総踊り連

あじかた心(新潟市南区)」、新潟市長賞には「早稲

田大学“踊り侍”(東京都)」、新潟県知事賞には「Ｇ

ＯＳＥＮいずみ(五泉市)」が選ばれ、福田勝之会長

(当所会頭)、篠田昭市長、寺田吉道副知事から、各

賞が授与されました。 

また、今年は 15 周年を記念し、スペシャルエ

ンディングとして、記念ソングや、新潟県内のダ

ンススクールによる合同のダンスが披露されまし

た。 

両日フィナーレで踊られた「下駄総踊り」は、

地域資源として年々定着し、大きな盛り上がりを

みせているほか、学校教育の中でも主体性や協調

性を育む観点からも総踊りを取り入れる学校が増

えてきています。 

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あげます。 

９月 26 日、「支社長・支店長・営業所長等の交流懇談会」を行形亭で開催しました。当日は、支社長、

支店長、営業所長等 29 名と、当所から正副会頭、相談役、監事、部会長、委員長など 15 名が参加しま

した。講演では、新潟大学工学部教授の岡崎篤行氏から「古町花街の魅力」と題して話を聞きました。 

http://www.niigata-cci.or.jp/
mailto:office@niigata-cci.or.jp
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★☆★今月のテーマ《 社会保険料の負担について 》☆★☆ 
 

 

 

 

 

 

 
 

・社会保険料負担の国際比較について 

2009 年の資料ですが、社会保険料の事業主負担について、国際比較のデータをご紹介致します。 

『経済協力開発機構（OECD）は、企業の人件費に占める事業主と被用者が支払う社会保険料の割合について、

各国比較の可能な統計をとっている。事業主負担が国際競争力にマイナスに働くという経済団体の懸念はあるが、

国際的に見ると我が国より負担が重い国も多い。 

図 2 から、我が国の事業主の社会保険料負担割合は、イギリス、カナダ、アメリカよりは高いものの、フラン

ス、ドイツといった欧州大陸諸国やスウェーデンに比べれば低いことがわかる。また、社会保険料負担の割合は

必ずしも労使折半ではなく、フランス、イタリア、スウェーデンは被用者に比べ事業主の負担が相当高くなって

いる。』（出典：国立国会図書館 2009 年 10 月 27 日発行 『調査と情報 第 652 号』より引用） 

 
上記の引用により、お気づきかと思いますが、先進国の中では、必ずしも、日本が社会保険料の負担が重い国

とは言えないようです。国（財務省や厚生労働省）としては、このような国際比較も考えた上で、社会保険料の

負担割合を決めているとも考えられます。そこで、現在の社会保険料の料率について、ご案内致します。 

①協会けんぽ（新潟県）の健康保険料率 9.79%（健康保険料率は都道府県によって異なります。） 

②年齢 40 才以上が対象の介護保険料率 1.58% 

③厚生年金保険料率 18.182% 

『社会保険料は、本当に高いですよね。何とかなりませんか？』という相談を事業主の方からよくいただくの

ですが、新潟県の健康保険料（9.79%）は全国で最も低い保険料率なのです。（他の都道府県は、10％を超え

る地域もあります。）また、現在の厚生年金保険料率は、さらに上がることが決まっており、来年は 18.3%に

なる予定です。このような状況ですので、人件費の枠は、社会保険料も含めて予算化しておく必要があります。 

 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 社会保険労務士 五十嵐 保 

『社会保険料の額が、あまりにも高いと思うのですが、この保険料は正しいのでしょうか？』 

先日、ある経営者の方より、上記のような相談を受けました。こちらの会社は、この夏に初めて従業員に 

賞与を支給したそうですが、賞与に掛かる社会保険料が高いことに驚いていました。 

社会保険料の負担は、企業にとって重要な問題の一つです。年金事務所から送付されてきた保険料の通知 

書を見て、ビックリする事業主の方も少なくないと思います。 
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・賞与を決める…。でも、その前に…。 

社会保険料は毎月の賃金だけでなく、賞与を支給する時にも掛かります。そろそろ冬の賞与についても、支給

額を検討する時期でしょうか？ボーナスの額は、社会保険料の事業主負担額も考慮に入れて、決めておく必要が

ありそうです。実際に、賞与額の支給例を示して、社会保険料を計算してみましょう。 

※計算例：賞与額を 50 万円と決めた場合（保険料は、労使が 1/2 ずつ負担します。） 

①健康保険料額＝50 万円×（9.79%÷2）＝24,475 円 

②介護保険料額＝50 万円×（1.58%÷2）＝3,950 円 

③厚生年金保険料額＝50 万円×（18.182%÷2）＝45,455 円 

会社側の負担額合計=24,475 円+3,950 円+45,455 円=73,880 円 

上記の場合、50 万円＋73,880 円が、賞与の支給額となります。初めて賞与を支給する時は、社会保険料の

額を考慮して金額を決める、ということは少ないと思います。もし、50 万円を支給予定の従業員が 3 人だった

としたら、約 20 万円強を賞与とは別に用意する必要があります。ある程度、社会保険料の額を感覚的に覚える

場合は、『賃金の 15％』と想定して、支給金額を考え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☆ 

 
 

 

 

「台北市の人をトコトン大切にする企業『ディンタイフォン』」 
 

 先般、台湾・台北市の国際会議場で講演を依頼さ

れた折、台北市から車で 40 分くらい走った郊外に

ある「ディンタイフォン」という企業を主催者から

紹介され、本社工場を訪問させていただいた。 

 同社の主な事業は、現在、世界 14 カ国に１２６

店舗（２０１６年末には１３９店舗の予定）を展開

するレストランで、この売上高で全体の 95％を占め

る。残り５％はパイナップルケーキや月餅などのお

菓子類である。社員数は１９００人、売上高は日本

円で約 83 億円である。驚くべきは近年の快進撃ぶ

りで、このおよそ 20 年以上、ほぼ増収増益経営を

続けている。本社を訪問し、スタッフからその経営

の考え方・進め方を詳細にお聞きするとともに、工

場の視察や、その後、同社のレストランで食事をさ

せていただくことなどを通じ、その理由がよく分か

った。 

 結論を先に言えば、それは業績やライバル企業と

の勝ち負けを追求した結果ではなく、筆者がよくこ

のコーナーで述べている「企業経営の目的・使命は

企業に関係する５人の永遠の幸せの追求・実現であ

る」を、正に愚直一途に実践し続けてきたヤン社長

の人格・識見・能力といえる。 

 その経営の全てをここで述べることはできないが、

例えば、社員に関して言えば、業界の平均正社員比

率が 10％程度の中、同社では何と 90％である。し

かも残り 10％の非正規社員も、非正規社員の方から

の申し出が理由だという。 

 さらに言えば、業界の平均の 1.3 倍以上の社員を

配置し、一人一人の身体的・精神的負担を軽減させ

る経営を実践している。この結果、外食産業では日

本でもあり得ない、社員１人当たりの所定外労働時

間は月間１時間程度以下である。こうしたこともあ

り、年間離職率は２％以下、それどころか入社３年

以上ではゼロという。ちなみに、同社の経営理念の

１つは「社員とその家族を幸せにする……」である。 

 こうした社員満足度の高さは、社員の帰属意識や

仲間を思いやる気持ち、さらにはモチベーションを

飛躍的に高め、好循環経営が実現しているのである。

事実、市内の同社のお店で筆者らが体験した接客サ

ービスのレベルは、失礼ながら、「これが台湾の大

衆レストランか？」と目を疑うような、感動を上回

る、まさに「驚愕（きょうがく）・驚嘆」のサービ

スであった。 

 より驚かされたのは社会貢献の姿勢である。例え

ば、全社員の１年のうちの１日分の給与相当額を慈

善事業に毎年寄付していることや、視覚障がいのあ

るマッサージ師を「あなたの仕事は仲間の社員の疲

れを癒してあげることです……」と、あえて数人を

正社員として雇用するほか、法定雇用率をはるかに

上回る障がい者雇用に尽力している点である。 

 

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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“ＮＥＸＣＯ”の社会実験 

高速道路での給油編 

社会実験は、取材感覚で。 

  

  

  

（その１） ＮＥＸＣＯの社会実験といえば 

今、全国の高速道路で行われている「社会実験」

について検証してみます。 

その前に、「社会実験」と称して、過去一番良か

ったのは、「高速１日１０００円乗り放題」でした。

ロダン君の遠距離ドライブ好きは、この社会実験か

らでした。 

今回の社会実験は、「高速道路外給油サービス」

といいます。お得な情報または、お悩み解決の情報

となる社会実験でしょうか。 

「下町ロケット」ならぬ、「検証だ！」 

 

【その２】 高速道路上でガソリンが 

少なくなった時に、悩むことは？ 

高速道路での、給油ガソリン代金は一般道に比べ

て約１０円は高いですよね。しかし、給油のために

高速道路を途中で降りる（流出）すると、高速道路

料金に影響。高速道路料金の簡単な仕組みは、 

 

（単価《円／㎞》×距離《㎞》）に

ターミナルチャージ（円）を加えて消費税を 

 掛けて求めます。 

  

・距離割引：１００㎞未満なし・１００㎞から２０

０㎞まで２５％・２００㎞超３０％ 

・ゲート通過時は１５０円かかります。 

 

給油場所の判断は、距離割引メリットを重視。 

目的地までの走行距離によって判断しています。 

 

【その３】京都からの帰りに、チャンス到来。 

京都市内はガソリンスタンドが少なく、名神高速

道路の草津Ｐ．Ａにて給油をすることが多くありま

す。 

しかし名神高速は、走行車線にトラックが多く、

追い越し車線の走行が多くなり、目標Ｐ．Ａを通過

してしまうこともあります。北陸道はスイスイ。 

調子にのってしばらく走行すると、石川県境付近

で、予備タンクが点灯して、「まっ、まずいぞ」 

こんな時に「社会実験中」の横断幕。高速道路を

出口で「給油してきます」でＯＫなのでしょうか？ 

パーキングに停まって、スマホにて検証します。 

 

⇒「路外給油サービス社会実験」で検索。 

 

【その４】社会実験の条件が厳しい。 

京都の帰りは、社会実験を断念。 

 

①実験期間は、平成２８年７月１６日～平成２９年

７月２５日まで。 

②指定のインターにて流出（自己都合にて流出ＩＣ

は選べない）金沢富山近辺は、福光ＩＣ（東海北

陸道） 

③給油を目的に福光ＩＣを流出、１時間以内に流入。 

④ＥＴＣ車限定 

⑤ＧＳも指定。営業時間中が条件。 

⑥再流入後は、最初と同じ方向に向かわないと対象

外に。 

 

⇒流出時は、名古屋方面であり、北陸道に戻るには

逆方向のため、断念。 

 

【その５】社会実験をしてみたい人は、 

新津ＩＣを流出、簡単すぎてびっくりポン。 

新潟県にも、高速道路の長い区間（磐梯山ＳＡ～

黒埼ＰＡ若しくは、荒川胎内ＩＣ）にＧＳがないと

ころがあり、社会実験の指定ＩＣがあります。 

 

・指定は新津ＩＣです。新潟からなら、安田方面に

向かえばＯＫ。 

・指定のＧＳは「ゼネラル新津インターＳＳ」です。 

 

＜実験開始＞ 

①新潟中央ＩＣから流入、新津インターのＥＴＣレ

ーンを流出。 

②ＧＳに到着。給油の前に事務所棟にＥＴＣカード

を持参。 

③事務所内の奥にある「青い機械」の呼び出しボタ

ンを押す。 

④ＥＴＣカードを指定（黄色い台）の場所に置きま

す。 

⑤係員が、ＥＴＣ番号を声に出して読み取りますか

ら「合っています」と返事をして手続き完了。 

⑥車にＥＴＣカードを挿入。 

⑦その後給油をして、再び新津ＩＣに流入し、安田

方面へ向かう。 

 

＜感想＞  

リース車返却時のように「満タン証明」は要りませ

ん。一連の手続き（ＥＴＣカードの読み取り）には、

５分もかかりません。是非、指定のＩＣが増えること

を希望します。

 

 

 

 

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 

～ 社会実験編 ～ 
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平成 28 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、天候要因などもあり悪化。先行き持ち直し見込むも、慎重な見方 
 

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、▲２７．８と、前月から▲２．９ポイントの悪化。住宅など民間工事の持ち直しに加え、円高な

どにより原材料価格が下落する一方で、台風や豪雨の影響が大きく、食料品などの製造業や小売業、サービス業で広

く業況の押し下げ要因となった。また、個人消費の鈍い動きのほか、慢性的な人手不足による受注機会の損失や人件

費の上昇などが足かせとなり、中小企業の景況感は、足元で弱い動きがみられている。 

 先行きについては、先行き見通しＤＩが▲２３．５（今月比＋４．３ポイント）と改善を見込むものの、「悪化」

から「不変」への変化が主因であり、実体はほぼ横ばい。経済対策・補正予算による公共工事の増加、個人消費の喚

起に期待する声が聞かれる。他方、人手不足の影響拡大、消費低迷や円高、海外経済減速の長期化を懸念する声は多

く、中小企業においては、先行きへの慎重な見方が続いている。 

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/ 
 

 全国に 515 ある商工会議所は、12５万会員のネットワークを活かし、それぞれの地域において経済社会の発展

のため、様々な事業を実施しております。経営全般の相談にお応えすることはもちろん、会員限定の「無担保・無

保証人融資制度」「無担保第三者保証人不要の特別保証制度」「メンバーズローン」などの有利な融資制度が利用で

きます。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、ご紹介ください

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。 

http://www.niigata-cci.net/nyukai/


 

 

 

 

 

   

   主催：新潟エコピープル協会    後援：新潟商工会議所 

   

 “かけがいのないこの地球を守るのは、今を生きる私たちです” 

 

eco検定（環境問題への知識を深める検定）は、今回で第２１回を向かえます。 

これまでに多くのエコピープル（検定合格者）が生まれ、各分野で活躍しています。 

あなたもエコ検定にチャレンジしてみませんか？ 

公式テキスト重要項目の解説と最近の時事問題の留意点 実力診断テスト等で、  

試験に向けての準備・確認を行います。 

 

●日  時：平成２８年１１月２７日(日) ９:３０～１６:５０(※昼食は各自でお取りください) 

 

●会  場：クロスパルにいがた（新潟市生涯学習センター）４階４０１講座室 

新潟市中央区礎町通３ノ町２０８６番地 

        Tel:０２５－２２４－２０８８ 

●対  象：第２１回 eco検定合格を目指す方なら、どなたでも参加できます。 

 

●持 ち 物：・セミナーに使用する最新版「ｅｃｏ検定公式テキスト」は各自ご持参下さい。 

       ・公式テキストは市内の主要書店で販売しています。 

       ・実力診断テストを行いますので、筆記用具をご持参下さい。 

       ・マイカップを持参してください。 

●定  員：２０名(※定員になり次第締め切ります) 

 

●受 講 費：４，０００円(税込)   当日徴収します。 

  

●締 切 日：平成２８年１１月４日(金)  

 

●申込方法・問合わせ：裏面の申込書に必要事項をご記入の上、Fax にて「新潟エコピープル協会」まで   

お申込ください。また、電話・E-mailでも受付します。 

        

 

  

 

  

 

     ＊エコピープル協会は新潟県内のエコ検定合格者有志からなる団体です 

     ＊第２１回エコ検定試験は平成２８年１２月１８日（日）に実施されます。 

試験の個人の申込期間は１０月４日（火）から １１月４日（金）です。 

会場案内図 

 
『eco検定受験対策セミナー』 

    ～持続可能な社会を目指して～ 

新潟エコピープル協会    

事務局  担当：渡辺 

   （ビオトープ２１技術センター内） 

・Tel：025-276-0833  Fax:025-276-0833 

・E-mail：bio21-tech@kem.biglobe.ne.jp  

 

エコ 



●プログラム： 

時  間 教 習 項 目 内  容 

9:30～9:35 

 

開講の挨拶 主催者挨拶と講師の紹介 

会場使用の留意事項、プログラムの説明 

9:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:45 

 

１．エコ検定公式テキスト解説・試験の傾向・

解説  ※受験の取組み方関係 

講師：渡辺 明雄 

・新潟県地球温暖化防止活動推進員 

  ・新潟県環境リーダー 

 

講師：白井 智雄 

  ・新潟県地球温暖化防止活動推進員 

  ・新潟県環境リーダー 

２．公式テキストの重要項目の解説 

 幅広い内容のエコ検定公式テキストの中で

も特に重要な点に絞ったポイントを解説。 

３．時事問題についても併せて解説。 

４．実力診断テスト（その場で解答・解説） 

  の実施。 

５．ポイントキーワード集について説明。 

16:45～16:50 閉講の挨拶 主催者 

 ●使用教材： 

１．公式テキスト最新版（受講者持参） 

２．当日配布教材：①エコ検定試験対策セミナーテキスト、協会作成資料 

（公式テキストを要約したパワーポイント綴りと時事問題の留意点等） 

②重要ポイントキーワード集  ③実力診断テスト 

                                         

 

【eco検定対策セミナー 参加申込書】    

  新潟エコピープル協会 事務局 行  Fax：０２５－２７６－０８３３ 

フリガナ 

参加者氏名 
住  所 連絡先（電話） メールアドレス 

 

 

   

    

    

※ 申込の際に記入して頂いた個人情報は、当セミナーの各種連絡のみに利用します。 

※ 申込を受けた日から一週間以内に確認のメールを送信します。届かない場合は連絡してください。 

JR新潟駅万代口より 徒歩 ２０分程度 

新潟駅前より バス古町方面行 

       礎町又は本町下車徒歩５分程度 

クロスパルにいがたは駐車スペースが２５台程度で、料金は 

     ３０分ごとに１５０円ですので、可能な限り 

     バス利用をお願します。 


