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3 商工会議所合同で新潟市長へ来年度予算編成に関する要望書を提出 
（11 月 2 日） 

 

新型コロナウイルス感染症に関する職場における一層の対策強化について  

 
古町芸妓ロゴデザインを一般公募で募集中！ 

   

 
 当所と新津、亀田の 3 商工会議所は合同で、中原八

一・新潟市長並びに佐藤豊美・新潟市議会議長に対

し、「令和 3 年度新潟市の政策に対する要望書」を提

出しました。昨年に引き続き、「地域中小企業・小規

模事業者の活性化・生産性向上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 本柱に掲げています。 

要望書を受け取った中原市長は「現下の最大の課題

である新型コロナウイルス感染症対策の徹底と、打撃

を受けた経済の 1 日も早い回復に向けて取り組んでい

く」と語りました。要望書の詳しい内容については当所ホームページをご覧ください。

 

  

12 月 1 日（火）、日本商工会議所・三村明夫会頭は、日本経済団体連合会、経済同友会とともに、西村経

済再生担当大臣とのテレビ会議を開催しました。 

 西村大臣から、テレワークの引き続きの推進に加えて、この３週間の集中的な取組強化で感染拡大を抑える

ため、以下の３点の協力依頼がありました。 

①体調の悪い方は出勤させず、必要に応じた検査の受検。 

②感染リスクの高まる５つの場面、特に居場所の切り替わりへの注意。 

③会食における、話す時のマスク着用や斜め向かいに座るなどの対策の徹底。 

※会議の詳細は日本商工会議所 HP をご覧ください。 

 また、12 月 1 日、これまでの知見や冬場の対策などを加味して、「オフィス向けの新型コロナウイルス感

染予防対策ガイドライン」が改定されました。下記ページからご確認ください。 
 
○「オフィス向けの新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」改定（12 月 1 日付） 

https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/118.html 

 
 

古町芸妓ブランディング会議（事務局：新潟商工会議所）では、今夏より、古町芸妓自身による古町芸妓

のブランディング確立のため、柳都振興㈱所属の芸妓全員による勉強会や意見交換会を開催してきました。 

このたびその取組の成果を形に表すため、古町芸妓の新しいロゴマークを一般公募いたします。詳しく

は、下記ウェブページをご覧ください。 

最優秀賞には賞金 20 万円に加えて、副賞として古町芸妓のお座敷へご招待をいたします！多くのご応募

をお待ちしております。この機会に古町芸妓を知っていただき、また古町芸妓が大切にしていることをご理

解いただけると幸いです。 

 

〇新潟商工会議所 「古町芸妓ロゴデザイン募集について」https://www.niigata-cci.or.jp/archives/9637
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よしとみ社会保険労務士事務所  

社会保険労務士 吉田 明弘 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

老齢基礎年金の受給開始年齢は、原則 65 歳ですが、希望すれば 60 歳から 65 歳になるまでの間に繰上げ

て受給を開始することができます。しかし、繰上げ支給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、

その減額率は一生変わりません。また、一度繰上げすると、取消ができません。 

※繰上げには全部繰上げと一部繰上げがありますが、一部繰上げはこれから受給開始年齢を迎える人が利用

できる制度ではないので、ここでは全部繰上げについて解説します。 

 

繰上げを請求する際には以下の事項に注意する必要があります。 

（ア）国民年金に任意加入中の人は繰上げ請求できません。また、繰上げ請求後に任意加入することはできません。  

（イ）受給権は請求書が受理された時点で発生し、年金はその翌月分から支給されます。受給権発生後に取消

をすることはできません。 

（ウ）特別支給の老齢厚生年金を受給中の人は、厚生年金(報酬比例部分)はそのまま受給できますが、厚生年

金(定額部分)の支給はなくなります。また、受給前の人は、厚生年金も合わせて繰上げすることになり

ます。その際に請求時点から本来の受給開始時点までの月数による厚生年金額の減額があります。 

（エ）老齢基礎年金を繰上げて受給した後には、症状が重たくなったことを理由に請求する障害基礎年金は請

求できなくなります。 

（オ）老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、寡婦年金は支給されません。また、寡婦年金を受給している方

は、寡婦年金の権利がなくなります。 

（カ）老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、65 歳になるまで、遺族厚生年金は併給できません。 

（キ）老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、国民年金保険料の後納ができなくなります。 

 

 
減額率=0.5％×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数 以下の表のようになります。 （単位％） 

請求時

の年齢 

 
0 ヵ月 

 
1 ヵ月 

 

2 ヵ月 

 

3 ヵ月 

 

4 ヵ月 

 

5 ヵ月 

 

6 ヵ月 

 

7 ヵ月 

 

8 ヵ月 

 

9 ヵ月 
10 ヵ

月 

11 ヵ

月 

60歳 30.0 29.5 29.0 28.5 28.0 27.5 27.0 26.5 26.0 25.5 25.0 24.5 

61歳 24.0 23.5 23.0 22.5 22.0 21.5 21.0 20.5 20.0 19.5 19.0 18.5 

62歳 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 

63歳 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 

64歳 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 

 

「人生いつ終わるかわからないから、元気なうちに年金の受給を開始した方が良い」という考えを持つ方が

いらっしゃいます。ただ、長生きが当たり前になっている中で、高齢になり働くことができなくなったときに

頼りになるのが年金であるはずです。 

そのときに減額された年金しか受給できないとしたら、高齢になったときに厳しい状況になる事が予想され

ます。老齢基礎年金を繰上げて受給することを考えている方は、慎重に検討していただきたいと思います。 

また、次回の 2 月号は今回お話しできなかった、老齢厚生年金の受給の繰り下げについて解説します。 

 

☆詳しい内容については、労務管理の専門家にお聞きください！新潟県社会保険労務士会ホームページ http://www.sr-niigata.jp ☆ 

12月号 

コロナ禍において仕事の収入が減り、シニア世代の方から年金を早くもらえないかとか、増やせないかと

いう相談が増えています。そこで今月は、60 代前半の方が手続きできる、老齢基礎年金の繰上げ受給

について慎重にお考えいただきたいという趣旨で解説します。 

 
 

 

★☆今月のテーマ☆★《 老齢基礎年金の繰上げ受給 》 

 

http://www.sr-niigata.jp/
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おでんや おつる 
寒い冬 にぴったりなおでんの料理店  

体が温 まりヘルシーな自家製 おでん種 が人気  

 

2016 年３月、古町通９番町にオープンしたこの店

では、店内で手作りしている竹輪や巾着、がんもどき

や厚揚げ、つみれやはんぺんなどを味わうことができ

ます。まず注文したのは、竹輪とギンナンと季節の野

菜の巾着の盛り合わせ(800 円)とがんもどき(400 円) 

 
「おでんはヘルシーな料理なの

で、サラリーマンの集まりや女子

会などでも喜ばれています」と店

長の吉村美咲さん 

 

です。竹輪は新鮮な魚

のすり身で作っている

ので自然な甘みがあり

ます。巾着には秋タケ

ノコとマイタケが入っ

ていて、シャキシャキ

とした歯ごたえがあっ

てうま味が増します。    

がんもどきも店内で

手作りしています。地

元の豆腐店から仕入れ

た木綿豆腐を水抜きし

て裏ごしし、魚のすり

身や長いもや季節の野

菜などを加え、油で揚

げて味付けをしていま

す。一品料理とも言え

 
竹輪と季節の野菜の巾着の盛り

合わせ(800円)とがんもどき

(400円)。おでん種は豊富で、

備長炭で焼く季節の地魚も人

気。宴会コースは 1 名 4,000円

～(料理７品、２時間飲み放題、

３名より) 

 

るがんもどきはひと口

大にカットしてあるの

で食べやすく、ネギと

あられが乗っているの

で薬味いらずでしっか

りしたボリュームと味

わいになっています。 

そして、なんと言っ

てもこの店のおでんの

おいしさの秘密は出

汁。昆布とマグロ節と

煮干しなどで作って 

いるので、すっきりし
た味わいで、おでん種
だけでなく出汁まで飲
み切るほどです。 

料理人歴 10 年の店長、吉村美咲さんは「一号店で
ある『和旬料理 まろぎ』の親方に指導してもらいなが
ら、最高のおでんを召し上がってもらうために毎日務
めています」と笑顔で話します。 
※商品の表示価格は全て税抜きです。 
 
 

住所：新潟市中央区古町通９番町 1465 １階 

TEL : 070-4394-6111 

営業：17：30～22：30（LO2２：00） 

休日：日曜日、祝日 

収容：16 席  

Ｐ ：無 

ＨＰ：http://www.marogi.jp/marogi-oturu.html 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた方に対する補助金等について 
 
■事業継続応援金［新潟県の制度］ 
下記の要件を満たす場合、借入４年目の利子相当額を支給します。 

①新型コロナウイルス感染症対応資金（県制度融資）を３年間無利子で借り入れている 

②直近２ヶ月の売上高が前年同月比３０％以上減少している等 

・問合せ先：新潟県 事業継続応援金センター 

〔受付時間〕午前 9 時から午後 5 時まで（土日祝日を除く） 

〔電話番号〕025-256-8619 

 

■経営支援特別融資制度 ［新潟市の制度］※取扱期間 令和 2 年 12 月末まで（予定） 
・下記のいずれかに該当し、そのほか 4 つの基準を満たした中小企業者が対象で、限度額は 3,000 万円です。 

・1 か月間の生産額又は売上高が、前年同月比較▲3％以上、かつ、その後 2 か月間を含む 3 か月間の生産額

又は売上高が、前年同期比▲3％以上 

・1 か月間の生産額又は売上高が、過去 10 年間のいずれかの年の同月比▲10％以上、かつ、その後 2 か月

間を含む 3 か月間の生産額又は売上高が、過去 10 年のいずれかの同期比▲10％以上                  

・問合せ先：区役所窓口（詳細はこちらの「受付・相談窓口」をご確認ください。） 

http://www.marogi.jp/marogi-oturu.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/sogyo/ouen-kin.html
https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/jorei/yushi/kashituske/seidoyushi/keieisie-korona20225.html
https://www.city.niigata.lg.jp/business/shoko/jorei/yushi/kashituske/seidoyushi/keieisie-korona20225.html
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「世界一社風の良い会社を目指すＩＳＯＷＡ」 
 

ＪＲ名古屋駅からＪＲ中央線に乗車し、20 分ほど

の勝川駅で下車、そこから車で 15 分ほど行った場所

に株式会社ＩＳＯＷＡという社名の中堅企業があります。 

 主事業は、段ボールを製造する機械の設計・製作・

販売、さらにはメンテナンスなど付帯業務一切を請け

負う、段ボールに関する世界有数のワンストップ企業

です。段ボール製造ラインの一部を担う企業は数社あ

りますが、フルライン製造可能な企業は、国内では大

手企業のＭ社と同社しかなく、ほぼ市場を折半してい

ます。商品は全て仕様の異なる特注であり、かつライ

ン丸ごと受注ということもあり、１件の受注金額はほ

とんどが億単位の高額となります。 

 同社の創業は、現社長である磯輪英之氏の祖父・磯

輪源一氏が、１００年前の１９２０年、個人の鉄工所

として、名古屋市内の自宅の倉庫でスタートしていま

す。その後、工場が手狭になるとともに、企業の将来

のために、65 年、現在地の春日井市に移転しまし

た。 

 元々は紙箱を製造する機械メーカーでしたが、その

後、その技術が応用でき、かつ将来性を見込み、準備

と努力を重ね、50 年頃からは、現在の主製品に本格

参入しました。その後、現社長の父、そして叔父と継

ぎ、2001 年からは現社長が就任し同社をけん引して

います。 

 

 現在の社員数は 274 人、海外での評価もすこぶる

高いグローカル企業として、この分野では著名な企業

に成長発展しています。その要因は多々ありますが、

あえて２点挙げるとすれば、一つは、類いまれなダン

ボール機械の開発製造技術者であった先代社長（磯輪

英一）を中核とした新技術・新製品開発へのあくなき

挑戦であったと思います。「イノベーションなくして

企業の成長なし」とはよくいわれますが、小規模企業

のころから、下請けに甘んじない、こうした経営姿勢

こそが同社の成長発展の要因だと思います。 

 そしてもう一つは、現社長が、明文化した経営理念

と、理念に基づく経営の実践のため、「制度より風

土」つまり良い社風（いい風が流れている企業）の企

業づくりに、全社員一体となってまい進してきたから

だと思います。 

 もとより、ここまで来る道のりは、決して順風満帆

ではありませんでした。それどころか、尋常な努力と

苦労ではなかったと思います。 

 しかしながら、ゆっくりではありますが、着実に、

高らかに掲げた経営理念と、背中と心で示し続けたリ

ーダーシップが全社員や支える家族の共感を呼び、

「いい企業」をつくり上げたのでした。ちなみに、同

社の経営理念は「自分と自分の愛する家族のために働

ける世界一社風の良い会社を目指す」です。 

  

  

 

 

坂本 光司／さかもと・こうじ 
 人を大切にする経営学会会長。１９４７年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化

芸術大学教授、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などを歴任。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。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。 

 

早期景気観測（日本商工会議所）調査結果のポイント  LOBO 調査 2020 年 1１月結果  
 

 

業況 DI は、持ち直しの動きもまだら模様 先行きは慎重な見方も、回復への期待感続く 

・全産業合計の業況 DI は、▲45.8（前月比＋4.4 ポイント） 
 

・巣ごもり消費に下支えされた飲食料品関連のほか、秋の行楽シーズン到来に伴い、Go To トラベルなどのキャン

ペーン利用客が増加した観光産業を中心に業況感が改善した。また、デジタル投資の増加により受注が伸びている

電子部品関連や海外向けを中心に生産が持ち直している自動車関連でも売上が増加した。一方、新型コロナウイル

ス感染対策のコスト負担増加による収益圧迫に加え、都市部から地方への感染急拡大に伴い、飲食・宿泊業を中心

に業績改善の腰折れを懸念する声も多く、中小企業の業況感は持ち直しの動きが続くものの、力強さを欠く。 
 
・先行き見通し DI は、▲38.8（今月比＋7.0 ポイント） 

 
・クリスマスや年末年始の個人消費拡大への期待感がうかがえるほか、5G 向けなどの半導体関連や自動車関連の

生産増加に期待する声は多い。一方、新型コロナウイルスの感染者数が急増する中、外出自粛や営業時間短縮要

請によるビジネスチャンスの喪失、国・自治体による消費喚起策の一時停止に伴う業績悪化への警戒感が強まっ

ている。 

 

詳細は、日商ホームページ（ https://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html ）を参照。 

https://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html

