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令和３年役員・議員等新年会を開催 

1 月 5 日（120 人） 

 

「古町芸妓のお座敷おどり」をライブ配信します‼  

   

  
 

本年は、新型コロナウイルス感染防止のため、例年の全会員の

皆様を対象とした「新年祝賀会」の開催を見送りました。そのた

め、当所役員・議員等の皆様を対象に、ＡＮＡクラウンプラザホ

テルにおいてソーシャルディスタンスを充分確保しながら、飲食

を伴わない新年会として開催しました。福田勝之会頭が新年の挨

拶を述べ、来賓として中原市長、花角県知事の祝辞の後、古町芸

妓連による「正月踊り」を鑑賞しました。  
 

 

  

 
古町花街の料亭を会場に、若手芸妓総出で「お座敷おどり」のライブ配

信を行います。普段のお座敷で披露される定番の演目を中心に、簡単な解

説付きでお楽しみいただけます。この機会に、お座敷での臨場感ある本物

の踊りをご堪能ください。 

【日時】令和 3 年 2 月 15 日（月）19：00 開演 

【料金】無料 

【視聴方法】YouTube チャンネル「新潟古町芸妓」TOP ページからご覧ください。    

https://www.youtube.com/channel/UC0sN6VxgmOCbZxygVB04YEw
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古町情報サイト「NEWOLD」公開‼ 
～古町のいいトコ書いて、 

おまんじゅうをもらおう！～ 

 

新潟商工会議所では、古町のいいところや古町

自慢を寄せてもらうサイト「NEWOLD」を公開

しました。現在、古町エリアのおすすめポイント

などの口コミを募集しています。 

 

サイト内で古町の口コミを投稿いただいた方に

「come furumachi（米古町）」を２個プレゼン

トします（先着 300 名様・2 月末締切）。詳細

はこちらからご覧ください。 

 

【お問合せ】 

まちづくり支援課  

TEL 025-223-6272 

 

うまインスタ☆投稿募集中！ 
 
参加店舗の対象のランチの写真を Instagram に

投稿した数でグランプリを決める「新潟うまイン

スタ★グルメコンテスト」を開催しています！ 
                         
投稿者の中から抽選で 30 名様に 1,500 円分の

新潟市・佐渡市共通商品券をプレゼントします！ 

参加店舗・詳細は下記からご覧ください！ 

https://web-campaign.jp/umainsta_contest/ 
【お問合せ】総合政策課 TEL 025-290-4307（直通） 

○投票期間 

２０２１年１月２５日（月）１０：００～ 

２月２８日（日）２３:５９迄 

○投票方法 

公式 Instagramアカウント「＠niigata_umainsta」
をフォローし、Instagramでコンテスト参加メ

ニューの写真、店舗名、ハッシュタグ「＃新潟

うまインスタ」をつけて投稿 

https://www.youtube.com/channel/UC0sN6VxgmOCbZxygVB04YEw%0c
https://www.youtube.com/channel/UC0sN6VxgmOCbZxygVB04YEw%0c
https://www.youtube.com/channel/UC0sN6VxgmOCbZxygVB04YEw%0c
http://www.niigata-cci.or.jp/
mailto:office@niigata-cci.or.jp
https://www.niigata-cci.or.jp/newold/
https://www.niigata-cci.or.jp/newold/
https://web-campaign.jp/umainsta_contest/
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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・老齢厚生年金（特別支給を除く）の受給開始年齢は原則 65 歳からですが、希望すれば 66 

歳以降に受給開始を繰下げて受給することができます。この場合、繰下げ受給の請求をした時点（月単位）で 

増額され、その増額率でそれ以降の年金が支給されます。 
 

請求する年齢（月単位）になったら、年金機構の窓口で手続きをしてください。その際に、繰下げて請求す

るか、65歳時点で請求するか選択します。また、老齢基礎年金・老齢厚生年金は別々に繰下げできます。た

とえば、老齢厚生年金を受給開始年齢の 65 歳から受給し、老齢基礎年金は繰下げて受給するという方法も選

択できます。 
 

 
 繰下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) 障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合は、繰下げ受給できません。 

(イ) 老齢基礎年金の振替加算や老齢厚生年金の加給年金は増額の対象になりません。 

(ウ) 66 歳以降に他の公的年金（遺族年金など）の受給権が発生した場合、その時点で増額率は固定されます。  

(エ) 繰下げ受給を請求できる年齢は、最大 70 歳です。それ以降に請求しても、70 歳の増額率より増えま

せん（令和 4 年 4 月より、75 歳まで引き上げられる予定です）。 

(オ) 在職中で老齢厚生年金の一部、または全部が支給停止になっている場合は、調整後の年金が増額の対象

になります。 

(カ) 亡くなられた後、遺族が代わって請求することはできません。 
 

増額率は「65 歳から請求する月までの月数」に 0.7％をかけたものになり、下記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 

65 歳 100.0 

66 歳 108.4 109.1 109.8 110.5 111.2 111.9 112.6 113.3 114.0 114.7 115.4 116.1 

67 歳 116.8 117.5 118.2 118.9 119.6 120.3 121.0 121.7 122.4 123.1 123.8 124.5 

68 歳 125.2 125.9 126.6 127.3 128.0 128.7 129.4 130.1 130.8 131.5 132.2 132.9 

69 歳 133.6 134.3 135.0 135.7 136.4 137.1 137.8 138.5 139.2 139.9 140.6 141.3 

70 歳 142.0 

 

長生きが当たり前の世の中、働いて収入が得られる間は年金を繰下げ、働けなくなったときから増額された

年金を受け取りたいという場合に、繰下げ受給は効果があると思います。ただ、繰下げ受給待機中に亡くなっ

た場合、老齢年金を受給せずに生涯を終えることも考えられます。また、年金受給期間が短いと、原則年齢か

ら受給した場合に比べ、生涯獲得年金額が少なくなることも考えられます。 

前月号で紹介した年金の繰上げ受給と合わせて考えると、年金受給開始年齢は 60 歳から 70 歳の間で選択

できます。どの時点で年金を受給し始めたら一番自分にとって有利か、よく考えた上で手続きをしましょう。 

 

☆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 ☆ 

2月号 

前月号に引続き年金受給について解説します。今月号では年金の年額が増える方法として有効な、老齢基

礎年金・老齢厚生年金の繰下げ受給について解説いたします。 

 

 

★☆今月のテーマ☆★ 

《 老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ受給 》 

 

http://www.sr-niigata.jp/
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和風レストラン  奥次郎  
老舗の和風 レストランで楽 しむ  

海老 しんじょうや刺 し身 などの特製定食  

 

定食のレパートリーの豊富さと豪華さで評判の和風

レストラン。特製奥次郎定食(1,320 円)は、40 種類

以上ある定食の中でも人気メニューの一つです。創業

当時から喜ばれている有頭海老の素焼きはグラタン風

味で、鮭のみそ漬け焼きとの盛り合わせ。店オリジナ

ルの海老しんじょうはふわっとやわらかでボリューム 

   
「料理づくりが好き」と言う店主

の石山貴也さん。今日も新たなメ

ニュー作りに励んでいます 

感もあり、海老の甘み

が口の中で広がりま

す。この海老しんじょ

うは店の名物料理で店

頭での販売もしていま

す。新鮮な刺し身の盛

り合わせは、その日に

よって替わり、今日は

カンパチ、マグロ、タ

イです。そこに小鉢、

漬物、ご飯、みそ汁が

付いています。 

 

 

 
特製奥次郎定食(1,320円)は７

品付き。ほかに、旬の素材を使

った月替わり定食、大事な人た

ちを招いてのコース料理(一例、

7,260円)なども 

松浜で店を始めて

80 年余り。店主の石

山貴也さんは３代目で

す。「初代は漁師で魚

屋もしていたので、今

でも新鮮な魚介類や素

材にはこだわりがあり

ます」と話します。中

学生のときから厨房に

入って手伝いをしてい

た石山さんは、東京で

の５年ほどの板前修業 

を終えてから店に戻り、５年前に 35 歳で店主になり

ました。 

120 名収容できる店内には、堀ごたつのある部屋
や庭を眺めながらゆったりできる部屋、４名から 20
名まで利用できる個室が６部屋あり、友人との楽しい
語らいや仕事での集まり、毎日の昼食で訪れる人たち
などでにぎわっています。 
※商品の表示価格は全て税込です。 
 
 

住所：新潟市北区松浜東町 2-4-80 

TEL : 025-258-3555 

営業：11：00～14：00(LO) 

休日：第２月曜日 

収容：120 名  

Ｐ ：50 台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新型コロナウイルスに関する補償可能となりました！～商工会議所の損害保険制度～ 
「ビジネス総合保険制度」「業務災害補償プラン」「休業補償プラン」では、新型コロナに関する補償も新たに付

加されました。各保険会社によって補償できる内容等が異なりますので、詳細は下記ページをご確認ください。 

https://www.niigata-cci.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/20210203111105.pdf 

【お問合せ】会員サービス課 TEL 025-290-4209（直通） 

 

 

▶▶ 行政等からのお知らせ  
【2021 年度新潟市食文化創造都市推進プロジェクト募集 2021/4/14（水）締切】 

 

新潟市食文化創造都市推進会議では、食を生かした創造的なまちづくりを推進するため、本会議の会員が実施する

取組で、新潟市の食文化や食に関する産業の新たな魅力や価値を生み出す事業に対し助成を行っています。現在、

2021 年度の新潟市食文化創造都市推進プロジェクトを募集しております。締切は 2021 年 4 月 14 日（水）です。

助成金額の上限は過去の採択回数により 30 万円と 50 万円です。詳しくは、当会議の Web サイトをご覧ください。

（下記 QR コードからもアクセスできます。） 

 

新潟市食文化創造都市推進プロジェクト Web サイト 

http://www.niigata-shokubunka.com/project/ 
 

 

【お問合せ】：新潟市食文化創造都市推進会議事務局（新潟市 農林水産部 食と花の推進課内） 

TEL ０２５－２２６－１８０２  E-mail info@niigata-shokubunka.com 

 

https://hoken.jcci.or.jp/business
https://hoken.jcci.or.jp/occupational-accident-2-2
https://hoken.jcci.or.jp/leave-compensation
https://www.niigata-cci.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/02/20210203111105.pdf
http://www.niigata-shokubunka.com/project/
mailto:info@niigata-shokubunka.com
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『街の住医』を高らかに掲げる「グッディーホーム」 
 

住宅・土地統計調査によると、2018 年のわが国の

総住宅数は 6241 万戸です。総世帯数は 5400 万世

帯ですので、841 万世帯、率にして 15.6％、総住宅

数が総世帯数を上回っています。 

この結果、当然ですが、1990 年当時 173 万戸あ

った年間新設住宅着工戸数はその後年々減少し、今や

100 万戸を大きく割り、73 万戸程度に激減しています。  

一方、人口の高齢化に伴い、新設住宅に代わり、住

宅のリフォームの需要が年々高まっています。家計調

査年報を見ると、40 代の世帯主世帯の住宅のリフォ

ーム費は年間４万 1000 円程度に対し、50 代世帯で

は７万 1000 円、60 代では 11 万円に増加している

のです。 

こうした中、近年、住宅メーカーはもとより、家電

量販店、さらにはプロパンガスや都市ガス提供業者な

どの異業種からも、住宅リフォーム市場に新規参入す

る動きが活発化しています。しかしながら、利用者、

とりわけ高齢者世帯の弱みに付け込む、いわゆる悪徳

業者も残念ながら後を絶ちません。こうした業界にあ

って、創業以来、正しい経営を愚直一途に実践し、ゆ

っくりですが着実に成長している企業も少なからずあ

ります。 

その１社が、自らを「街の住医」と位置付ける株式

会社グッディーホームです。創業は今から 16 年前の

2004 年、現社長である卯月靖也氏が、11 年間の住 

 

宅関連産業のサラリーマン生活を辞め、仲間３人でス

タートさせました。以後、ほぼ順調に業績を伸ばし、

現在では本社を含め、武蔵野エリアに４店舗あり、社

員の数は役員やパートさんを含め 40 人の企業に発展

しています。 

本社は、東京駅から中央線に乗り 30 分ほどの三鷹

駅で下車し、車で５分ほど行った商店街の一角にあり

ます。外から見ると、素敵な喫茶店のような雰囲気が

漂う事務所のため、時々、喫茶店と間違えて事務所に

入ってくる人もいるといいます。 

同社の成長発展の要因は多々ありますが、あえてい

えば、高い顧客満足度とそれを実現している社員の魅

力などにあると思います。ちなみに、同社が定期的に

実施している「顧客満足度調査」の平均値は、何と

99％なのです。余談ですが、会社近くの横断歩道で

転倒したおばあさんが、救急車を呼ぼうとした人々に

「救急車ではなくグッディーさんを呼んで……」と言

ったという話が、これを証明していると思います。 

もとよりその最大の要因は、卯月社長がサラリーマ

ン時代の経験を踏まえ、創業以来実践してきた「自分

が嫌なこと・できないことは決して社員にやらせな

い、言わない」「お天道様に顔向けのできる正直な仕

事をする」「社員とその家族の命と生活を守る」とい

った、社員第一主義経営が社員の支持・共感を得たか

らだと思います。 

  

 

 

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 2021 年 1 月結果  
 

 

業況 DI は、緊急事態宣言再発令の影響により悪化 先行きも懸念拭えず、厳しい見方広がる 

・全産業合計の業況 DI は、▲49.5（前月比▲3.4 ポイント） 
 

・企業のデジタル投資や 5G 向けの需要増を背景に受注が伸びている電子部品関連や、中国・米国向けの輸出が増加

している自動車関連が好調なほか、巣ごもり需要に下支えされた飲食料品関連の製造業が堅調に推移した。一方、 

新型コロナウイルス感染再拡大の影響から、11 都府県における緊急事態宣言の再発令や Go To キャンペーンの

一時停止により、客足が減少した飲食・宿泊業や小売業では業況感が悪化した。売上低迷に直面している外食産業

を中心に、需要回復を見通せない中、先行き不透明感を指摘する声が多く、中小企業の景況感には弱さが見られる。 
 
・先行き見通し DI は、▲49.4（今月比＋0.1 ポイント） 

 
・自動車や電子部品関連の製造業による下支えのほか、ネット販売の強化や巣ごもり需要に対応した商品開発によ

る売上回復への期待感がうかがえる。一方、消費者マインドの低下に加え、雇用調整助成金の特例措置など政策

効果剥落後の資金繰り悪化への懸念もあり、中小企業においては先行きへの不透明感が一段と増しており、厳し

い見方が広がっている。 

 

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

